
平成30年度（平成31年３月）　公金支出情報

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

総務局 公文書館 平成31年03月04日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 公文書館事務用　コピー代の支出について（1月分）
4,908

総務局 公文書館 平成31年03月14日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　其他委員等旅費 公文書館事務用市内出張交通費の支出について（平成３０年１２月～平成３１年２月分）：非常勤嘱託職員
5,142

総務局 公文書館 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 公文書館事務用市内出張交通費の支出について（２月分）：再任用職員
342

総務局 公文書館 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 公文書館施設管理用機械警備等業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（２月分）
6,480

総務局 公文書館 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 大阪市公文書館清掃業務委託（長期継続）の実施にかかる経費の支出について（２月分）
128,850

総務局 公文書館 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 公文書館運営管理用　強力パンチほか５点の購入及び同経費の支出について
63,018

総務局 総務課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎ガス使用料の支出について（平成31年２月分）
1,706,967

総務局 総務課 平成31年03月06日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 地方分権改革推進事務用　第１回東京・大阪連携会議～東京2020 to 2025大阪～の出席に係る出張旅費の支出について
85,500

総務局 総務課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 大阪市役所本庁舎市民ロビーカーペット撤去及び清掃業務委託（総務局）の実施にかかる同経費の支出について
258,811

総務局 総務課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（２月分②）
750

総務局 総務課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　食糧費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（２月分②）
432

総務局 総務課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　食糧費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（２月分②）
324

総務局 総務課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　建物修繕料 庁舎設備管理事務用　大阪市役所本庁舎空調設備用冷却塔ベルトカバー修繕の実施にかかる経費の支出について
379,080

総務局 総務課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　手数料 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（２月分②）
15,150

総務局 総務課 平成31年03月15日 一般会計 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　「大阪市役所本庁舎清掃業務委託　長期継続」にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
198,424

総務局 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　「大阪市役所本庁舎清掃業務委託　長期継続」にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
9,852

総務局 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　月刊「物価資料」の購入経費の支出について（平成30年４月号～平成31年３月号）
19,560

総務局 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　「大阪市役所本庁舎清掃業務委託　長期継続」にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
3,189,402

総務局 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理事務用　「自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入」にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
4,118

総務局 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 各所施設整備費 需用費　建物修繕料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎電気メーター修繕所要経費の支出について
1,077,840

総務局 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
16,901

総務局 総務課 平成31年03月20日 一般会計 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎警備業務委託経費の支出について（平成31年２月分）
625,274

総務局 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局）（２）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
93,348

総務局 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成26年度庁内情報利用パソコン等機器（総務局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
32,807

総務局 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　インターネット回線使用料の支出について（公文書館平成31年２月分）
5,130

総務局 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎警備業務委託経費の支出について（平成31年２月分）
4,040,955

総務局 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成26年度庁内情報利用パソコン等機器（総務局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
103,715

総務局 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　LGWAN接続系利用パソコン等機器一式借入にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
32,367

総務局 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局）（２）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
82,990

総務局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 庁舎設備管理事務用　大阪市役所本庁舎昇降機設備保守点検業務委託の実施にかかる経費の支出について（２月分）
1,331,640

総務局 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎電気使用料の支出について（平成31年２月分）
8,995,310

総務局 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム回線使用料等の支出について（２月分）
10,050

総務局 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 市長会関係事務用　指定都市市長会シンポジウムの出席に係る出張旅費の支出について
29,240

総務局 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代の支出について（２月分）
79,985

総務局 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 電話管理事務用　IP電話内線網使用料の支出について（２月利用分）
36,201

総務局 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 電話管理事務用　IP電話回線使用料の支出について（２月利用分）
1,089,105

総務局 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 負担金、補助及交付金　分担金 地方分権改革推進事務用　平成30年度関西広域連合負担金（４月納付分）の支出について（第４四半期）
29,080,000

総務局 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（２月分）
7,063

総務局 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　SkyPDF　Standard2016（永続ライセンス）買入の実施及び同経費の支出について
156,816

総務局 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　建物修繕料 庁舎設備管理事務用　大阪市役所本庁舎空調機ファン用モータ修繕（その２）の実施にかかる経費の支出について
305,856

総務局 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 各所施設整備費 需用費　建物修繕料 大阪市役所本庁舎自動扉装置修繕の実施にかかる経費の支出について
6,609,600

総務局 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 各所施設整備費 需用費　建物修繕料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎中央監視盤メディアコンバータ修繕の所要経費の支出について
768,204

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
77,280

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
99,710

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

役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
11,180

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
9,390

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
18,950
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総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
2,760

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
7,900

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 外郭団体総括事務用「大阪市外郭団体評価委員会（第130回）」に係る経費の支出について
122,500

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 外郭団体総括事務用「大阪市外郭団体評価委員会（第130回）」に係る経費の支出について
1,960

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　地方公共団体契約実務の要点ほか１点追録号の購入経費の支出について（概算契約）（第2回）
9,976

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　燃料費 庁舎設備管理事務用　Ａ重油の経費の支出について
220,611

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎ガス使用料の支出について（平成31年３月分）
1,474,759

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
2,140

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
151,525

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
337,720

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
125,230

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所使用分）
1,880

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所使用分）
840

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所使用分）
31,420

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所使用分）
3,160

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所使用分）
67,480

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所使用分）
7,810

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所使用分）
1,480

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所使用分）
34,620

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所使用分）
3,440

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所使用分）
7,600

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所使用分）
2,600

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所使用分）
3,520

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所使用分）
1,720

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所使用分）
5,560

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所使用分）
3,390

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所使用分）
7,040

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所使用分）
20,540

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所使用分）
2,900

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
26,300

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
13,020

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

事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
29,220

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
7,640

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
760

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
15,040

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所使用分）
2,400

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
5,420

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
2,840

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
20,650

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
5,680

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
7,120

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
56,300

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
4,800

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
6,480

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
152,150

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
1,540

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
660



平成30年度（平成31年３月）　公金支出情報

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

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
21,040

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
19,910

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
34,230

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
17,090

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
7,800

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所使用分）
14,680

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
12,400

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
169,420

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
75,050

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
32,310

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
6,640

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
5,730

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
32,920

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
21,270

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　船車賃借料 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
30,320

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
3,570

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
91,500

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
17,640

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
20,100

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
6,800

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 万博誘致推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
31,640

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
47,200

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
98,490

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
62,980

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
18,550

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
121,160

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
72,670

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
41,490

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
10,490

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
11,035

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
39,060

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
3,210

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
7,140

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
15,900

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
2,840

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
23,110

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
1,080

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
26,670

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
1,940

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
48,030

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
73,920

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
4,000

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
9,500

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
11,180

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
27,540

総務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
1,860

総務局 総務課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
9,740
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総務局 総務課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
11,950

総務局 総務課 平成31年03月29日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
34,270

総務局 総務課 平成31年03月29日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
1,080

総務局 総務課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
3,960

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

役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成30年12月～平成31年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所使用分）
20,780

総務局 行政課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 文書交換所事務用　コピー代の支出について（１月分）
1,453

総務局 行政課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 文書交換所事務用　コピー代の支出について（１月分）
158

総務局 行政課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 文書管理事務用　コピー代の支出について（１月分）
444

総務局 行政課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）B
13,500

総務局 行政課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｈ
44,099

総務局 行政課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｈ
38,699

総務局 行政課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）G
18,900

総務局 行政課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）F
45,900

総務局 行政課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｈ
27,000

総務局 行政課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｃ
5,850

総務局 行政課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）F
10,800

総務局 行政課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）F
32,400

総務局 行政課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料
例規追録発行事務用大阪市例規追録第181～185号作製業務及び例規執務サポートシステムデータ作成・更新業務にかかる経費の支出について（第4回中間支
払） 1,432,049

総務局 行政課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）E
22,499

総務局 行政課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｃ
13,500

総務局 行政課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）E
22,499

総務局 行政課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）G
24,300

総務局 行政課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）E
62,999

総務局 行政課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）▲
14,399

総務局 行政課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）▲
16,200

総務局 行政課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）▲
13,500

総務局 行政課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）E
42,299

総務局 行政課 平成31年03月04日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）F
23,399

総務局 行政課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）E
58,499

総務局 行政課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）G
20,699

総務局 行政課 平成31年03月04日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｃ
10,800

総務局 行政課 平成31年03月04日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）B
34,199

総務局 行政課 平成31年03月04日 一般会計 環境費 環境費 環境費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｃ
40,500

総務局 行政課 平成31年03月04日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）E
44,099

総務局 行政課 平成31年03月04日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｃ
10,800

総務局 行政課 平成31年03月04日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）▲
9,899

総務局 行政課 平成31年03月04日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）F
46,799

総務局 行政課 平成31年03月04日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）F
32,400

総務局 行政課 平成31年03月04日 一般会計 土木費 公園費 公園費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）▲
21,600

総務局 行政課 平成31年03月04日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）▲
37,800

総務局 行政課 平成31年03月04日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）F
10,800

総務局 行政課 平成31年03月04日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｃ
5,849

総務局 行政課 平成31年03月04日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｃ
7,199

総務局 行政課 平成31年03月04日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）G
17,999

総務局 行政課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ａ
50,850

総務局 行政課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 市民情報プラザ事務用カラー複写機に係るコピー代金の支出について（平成31年1月分）
1,585

総務局 行政課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ａ
16,200
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総務局 行政課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ａ
16,200

総務局 行政課 平成31年03月07日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ａ
15,749

総務局 行政課 平成31年03月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ａ
4,500

総務局 行政課 平成31年03月07日 一般会計 環境費 環境費 環境費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ａ
17,099

総務局 行政課 平成31年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ａ
32,400

総務局 行政課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 第279回大阪市情報公開審査会（第１部会）委員報酬等の支出について
73,500

総務局 行政課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 第65回個人情報保護審議会（第１部会）委員報酬等の支出について
73,500

総務局 行政課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 第280回大阪市情報公開審査会（第２部会）委員報酬等の支出について
73,500

総務局 行政課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 第65回個人情報保護審議会（第１部会）委員報酬等の支出について
1,760

総務局 行政課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 第279回大阪市情報公開審査会（第１部会）委員報酬等の支出について
1,600

総務局 行政課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 第280回大阪市情報公開審査会（第２部会）委員報酬等の支出について
2,880

総務局 行政課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 情報公開・個人情報保護業務用書籍「月刊　判例地方自治」の購入及び同経費の支出について（１月号分）
1,296

総務局 行政課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　手数料 詐害行為取消等請求控訴事件に係る収入印紙の購入に係る経費の支出について
430,500

総務局 行政課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 公報発行事務用 大阪市公報の発行に係る経費の支出について（２月分）
88,225

総務局 行政課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 法規事務用第45回法規問題研究会（上級コース）第６回研究会の経費の支出について（平成31年３月１日開催分）
35,480

総務局 行政課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 法規事務用平成30年度法制執務研究会講師謝礼（宿泊費）の支出について
8,700

総務局 行政課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法規事務用行政判例集成行政法総則編ほか１３点買入の実施にかかる経費の支出について（12月分）
278,370

総務局 行政課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 第66回個人情報保護審議会（第２部会）委員報酬等の支出について
98,000

総務局 行政課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 第66回個人情報保護審議会（第２部会）委員報酬等の支出について
2,380

総務局 行政課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 法規事務用　平成30年度大都市法規事務連絡協議会への出張命令及び同経費の支出について
75,680

総務局 行政課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法規事務用現行法規総覧ほか９点買入の実施にかかる経費の支出について（2月分）
71,386

総務局 行政課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 平成30年度大阪市市民情報プラザ窓口案内等業務委託の実施にかかる経費の支出について（２月分）
188,910

総務局 行政課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 文書管理システム用サーバ機及び周辺装置一式借入に係る経費の支出について（平成31年２月分）
7,553,304

総務局 行政課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 情報公開・個人情報保護業務用市内出張交通費の支出について（平成31年２月分）
2,240

総務局 行政課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 文書管理システム事務用目録公開サブシステム用通信サービス利用料金の支出について（２月分）
16,200

総務局 行政課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 文書管理システム事務用磁気テープファイル等の保管及び集配業務委託料の支出について（２月分）
1,728

総務局 行政課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 法規事務用法律総合オンラインサービス使用許諾契約にかかる経費の支出について（2月分）
89,424

総務局 行政課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 市民相談室事務用複写機に係るコピー代金の支出について（平成31年２月分）
8,233

総務局 行政課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 第66回個人情報保護審議会（第１部会）委員報酬等の支出について
73,500

総務局 行政課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 第66回個人情報保護審議会（第１部会）委員報酬等の支出について
1,760

総務局 行政課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 文書管理事務用市内出張交通費の支出について（２月分）
2,324

総務局 行政課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 市民相談室事務用複写機に係るコピー代金の支出について（平成31年２月分）
14,961

総務局 行政課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 情報公開・個人情報保護業務用　書籍「季報情報公開・個人情報保護　平成30年度」の購入にかかる経費の支出について
4,012

総務局 行政課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 文書交換所事務用　コピー代の支出について（２月分）
1,200

総務局 行政課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 法規事務用市内出張交通費の支出について（２月分）
2,790

総務局 行政課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 文書管理事務用　コピー代の支出について（２月分）
406

総務局 行政課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 情報公開・個人情報保護業務用書籍「月刊　判例地方自治」の購入及び同経費の支出について（２月号分）
1,296

総務局 行政課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 情報公開・個人情報保護業務用　ゼムクリップほか１５点の購入及び同経費の支出について
89,705

総務局 行政課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 行政不服審査事務用大阪市行政不服審査会にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
147,000

総務局 行政課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（30-115、着手金）
270,000

総務局 行政課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（30-130、謝金）
135,000

総務局 行政課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（30-90、着手金及び謝金）
108,000

総務局 行政課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（30-100、謝金）
540,000

総務局 行政課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（30-89、謝金）
108,000

総務局 行政課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（30-96、謝金）
1,134,000

総務局 行政課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（30-116、着手金）
162,000

総務局 行政課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（30－88、謝金）
202,500
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総務局 行政課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（30-92、謝金）
135,000

総務局 行政課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（30-94、謝金）
202,500

総務局 行政課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（30-123、着手金）
324,000

総務局 行政課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（30-117、謝金）
324,000

総務局 行政課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について(30‐112、着手金)
162,000

総務局 行政課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（30-91、着手金）
324,000

総務局 行政課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（30-93、着手金）
54,000

総務局 行政課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（30-120、謝金）
405,000

総務局 行政課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（30-97、謝金）
810,000

総務局 行政課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（30-127、着手金）
378,000

総務局 行政課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（30-128、着手金）
162,000

総務局 行政課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（30-82、着手金）
324,000

総務局 行政課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（30-109、謝金）
742,500

総務局 行政課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（30-102、着手金）
54,000

総務局 行政課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（30-103、謝金）
540,000

総務局 行政課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（30-106、着手金）
324,000

総務局 行政課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（30－107、謝金）
202,500

総務局 行政課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（30－108、謝金）
135,000

総務局 行政課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について(30－113、謝金)
67,500

総務局 行政課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（30-118、着手金）
216,000

総務局 行政課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（30-83、謝金）
769,500

総務局 行政課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（30-119、着手金）
486,000

総務局 行政課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（30-122、謝金）
607,500

総務局 行政課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（30-129、謝金）
135,000

総務局 行政課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（30－87、着手金）
270,000

総務局 行政課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（30-121、謝金）
135,000

総務局 行政課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（30-126、着手金）
594,000

総務局 行政課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（30-131、着手金）
216,000

総務局 行政課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支払いについて(30‐111、着手金)
540,000

総務局 行政課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（30－105、謝金）
135,000

総務局 行政課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（30－86、謝金）
472,500

総務局 行政課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（30-110、謝金）
216,000

総務局 行政課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（30－85、着手金）
324,000

総務局 行政課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（30-84、着手金）
972,000

総務局 行政課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支払いについて(30‐114、着手金)
270,000

総務局 行政課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（30-104、着手金）
108,000

総務局 行政課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 行政不服審査事務用大阪市行政不服審査会にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
1,880

総務局 行政課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 市民情報プラザ事務用カラー複写機に係るコピー代金の支出について（平成31年２月分）
1,206

総務局 行政課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 文書交換所事務用　ふせんほか24点の購入に係る経費の支出について
293,133

総務局 行政課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（30-99、着手金及び謝金）
145,800

総務局 行政課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（30-98、着手金及び謝金）
218,700

総務局 行政課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 行政不服審査事務用大阪市行政不服審査会にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
147,000

総務局 行政課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　費用弁償 行政不服審査事務用大阪市行政不服審査会にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
4,480

総務局 監察課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 公正職務関係事務用　コピー代金の支出について（１月分）
16,923

総務局 監察課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 公正職務関係事務用　コンプライアンス研修用DVDの購入及び同経費の支出について
48,600

総務局 監察課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 公正職務関係事務用　業務用ファクシミリの購入及び同経費の支出について
28,080

総務局 監察課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 大阪市公正職務審査委員会委員報酬及び旅費の支出について（平成31年２月開催分）
367,500
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総務局 監察課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 大阪市公正職務審査委員会委員報酬及び旅費の支出について（平成31年２月開催分）
720

総務局 監察課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 監察課事務用　市内出張交通費の支出について（２月分）
1,956

総務局 監察課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 公正職務関係事務用　コピー代金の支出について（２月分）
20,797

市民局 総務担当 平成31年03月15日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 旅費　普通旅費 総務担当　市内出張交通費の支出について（１２月分）
7,155

市民局 総務担当 平成31年03月15日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年２月分）
211

市民局 総務担当 平成31年03月15日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年２月分）
400

市民局 総務担当 平成31年03月15日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年２月分）
300

市民局 総務担当 平成31年03月15日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年２月分）
82

市民局 総務担当 平成31年03月15日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年２月分）
246

市民局 総務担当 平成31年03月15日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年２月分）
5,990

市民局 総務担当 平成31年03月15日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年２月分）
1,426

市民局 総務担当 平成31年03月15日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年２月分）
164

市民局 総務担当 平成31年03月15日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年２月分）
4,340

市民局 総務担当 平成31年03月20日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器（視覚障がい者用）一式　長期借入の支出について⑧（２月分）
20,844

市民局 総務担当 平成31年03月20日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について⑪（２月分）
33,764

市民局 総務担当 平成31年03月20日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン等機器一式（視覚障がい者用） 長期借入の経費の支出について②（２月分）
57,456

市民局 総務担当 平成31年03月20日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について⑩（２月分）
25,225

市民局 総務担当 平成31年03月20日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について⑨（２月分）
197,921

市民局 総務担当 平成31年03月20日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（市民局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
43,118

市民局 総務担当 平成31年03月20日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について　①（２月分）
101,882

市民局 総務担当 平成31年03月20日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について③（２月分）
37,719

市民局 総務担当 平成31年03月22日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 旅費　普通旅費 総務担当　市内出張交通費の支出について（１月分）
5,043

市民局 総務担当 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　トナーカートリッジ７点の買入経費の支出について
256,219

市民局 総務担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 旅費　普通旅費 総務担当　市内出張交通費の支出について（２月分）
1,111

市民局 総務担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（本庁舎４階）（２月分）
101,634

市民局 総務担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（本庁舎地下１階）（２月分）
5,154

市民局 総務担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　ＦＡＸコピー代の支出について（２月分）
5,146

市民局 総務担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便後納料金の支出について（２月分）
509

市民局 総務担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便後納料金の支出について（２月分）
120

市民局 総務担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便後納料金の支出について（２月分）
1,200

市民局 総務担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便後納料金の支出について（２月分）
2,624

市民局 総務担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便後納料金の支出について（２月分）
36,809

市民局 総務担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便後納料金の支出について（２月分）
1,050

市民局 総務担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便後納料金の支出について（２月分）
1,680

市民局 総務担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便後納料金の支出について（２月分）
4,438

市民局 総務担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便後納料金の支出について（２月分）
366

市民局 総務担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便後納料金の支出について（２月分）
332

市民局 総務担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便後納料金の支出について（２月分）
164

市民局 総務担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便後納料金の支出について（２月分）
14,784

市民局 総務担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便後納料金の支出について（２月分）
474

市民局 総務担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便後納料金の支出について（２月分）
1,174

市民局 総務担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便後納料金の支出について（２月分）
18,198

市民局 総務担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便後納料金の支出について（２月分）
482

市民局 総務担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便後納料金の支出について（２月分）
8,868

市民局 施設担当 平成31年03月05日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 旅費　普通旅費 施設担当用　市内等出張交通費の支出について（１２～１月分）
5,740

市民局 施設担当 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年１月分）
24,598

市民局 施設担当 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年１月分）
24,598
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市民局 施設担当 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年１月分）
24,598

市民局 施設担当 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年１月分）
24,597

市民局 施設担当 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年１月分）
24,598

市民局 施設担当 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年１月分）
49,196

市民局 施設担当 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年１月分）
24,598

市民局 施設担当 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年１月分）
49,197

市民局 施設担当 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年１月分）
24,599

市民局 施設担当 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年１月分）
24,598

市民局 施設担当 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年１月分）
49,198

市民局 施設担当 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年１月分）
49,194

市民局 施設担当 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年１月分）
49,194

市民局 施設担当 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年１月分）
24,599

市民局 施設担当 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年１月分）
49,196

市民局 施設担当 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年１月分）
24,599

市民局 施設担当 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年１月分）
49,194

市民局 施設担当 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年１月分）
24,597

市民局 施設担当 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年１月分）
24,597

市民局 施設担当 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年１月分）
24,597

市民局 施設担当 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年１月分）
49,194

市民局 施設担当 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年１月分）
24,597

市民局 施設担当 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年１月分）
24,597

市民局 施設担当 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年１月分）
49,198

市民局 施設担当 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年１月分）
10,636

市民局 施設担当 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年１月分）
10,637

市民局 施設担当 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年１月分）
21,272

市民局 施設担当 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年１月分）
21,272

市民局 施設担当 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年１月分）
10,637

市民局 施設担当 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年１月分）
10,637

市民局 施設担当 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年１月分）
21,272

市民局 施設担当 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年１月分）
10,636

市民局 施設担当 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年１月分）
10,637

市民局 施設担当 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年１月分）
21,272

市民局 施設担当 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年１月分）
10,637

市民局 施設担当 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年１月分）
10,636

市民局 施設担当 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年１月分）
10,636

市民局 施設担当 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年１月分）
21,274

市民局 施設担当 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年１月分）
10,637

市民局 施設担当 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年１月分）
21,273

市民局 施設担当 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年１月分）
10,636

市民局 施設担当 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年１月分）
21,272

市民局 施設担当 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年１月分）
10,637

市民局 施設担当 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年１月分）
21,272

市民局 施設担当 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年１月分）
10,636

市民局 施設担当 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年１月分）
21,273

市民局 施設担当 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年１月分）
10,636

市民局 施設担当 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年１月分）
10,637

市民局 施設担当 平成31年03月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 旅費　普通旅費 施設担当用　市内等出張交通費の支出について（２月分）
2,463



平成30年度（平成31年３月）　公金支出情報

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

市民局 施設担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 使用料及賃借料　使用料 区役所附設会館スケジュール管理システム用パソコン等機器一式　長期借入（その２）にかかる使用料の支出について（平成31年２月分）
22,248

市民局 施設担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年２月分）
24,598

市民局 施設担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年２月分）
10,636

市民局 施設担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年２月分）
10,636

市民局 施設担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年２月分）
10,636

市民局 施設担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年２月分）
21,273

市民局 施設担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年２月分）
24,598

市民局 施設担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年２月分）
10,636

市民局 施設担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年２月分）
49,196

市民局 施設担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年２月分）
49,196

市民局 施設担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年２月分）
21,272

市民局 施設担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年２月分）
49,196

市民局 施設担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年２月分）
21,274

市民局 施設担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年２月分）
24,597

市民局 施設担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年２月分）
24,597

市民局 施設担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年２月分）
24,597

市民局 施設担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年２月分）
24,597

市民局 施設担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年２月分）
24,597

市民局 施設担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年２月分）
49,194

市民局 施設担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年２月分）
24,597

市民局 施設担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年２月分）
49,194

市民局 施設担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年２月分）
21,273

市民局 施設担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年２月分）
24,598

市民局 施設担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年２月分）
10,636

市民局 施設担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年２月分）
24,599

市民局 施設担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年２月分）
21,272

市民局 施設担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年２月分）
10,636

市民局 施設担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年２月分）
21,272

市民局 施設担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年２月分）
10,636

市民局 施設担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年２月分）
10,636

市民局 施設担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年２月分）
24,597

市民局 施設担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年２月分）
24,597

市民局 施設担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年２月分）
49,194

市民局 施設担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年２月分）
49,196

市民局 施設担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年２月分）
10,636

市民局 施設担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年２月分）
24,599

市民局 施設担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年２月分）
21,272

市民局 施設担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年２月分）
24,599

市民局 施設担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年２月分）
49,198

市民局 施設担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年２月分）
10,637

市民局 施設担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年２月分）
10,637

市民局 施設担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年２月分）
10,637

市民局 施設担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年２月分）
49,198

市民局 施設担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年２月分）
21,274

市民局 施設担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年２月分）
10,637

市民局 施設担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年２月分）
10,636

市民局 施設担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年２月分）
21,274



平成30年度（平成31年３月）　公金支出情報

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

市民局 施設担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年２月分）
10,636

市民局 施設担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年２月分）
24,599

市民局 財産活用担当 平成31年03月11日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 財産管理用：もと市民交流センターひがしよどがわに係る電話料金（２月分）の支出について
3,404

市民局 財産活用担当 平成31年03月14日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと市民交流センターすみよし南に係る電気料金（２月分）の支出について
1,892

市民局 財産活用担当 平成31年03月18日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 委託料　委託料 もと市民交流センターにしなり外１か所における石綿含有建材の試料採取及び定性分析調査業務委託にかかる委託料の支出について
344,520

市民局 財産活用担当 平成31年03月22日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと市民交流センターひがしすみよしに係る電気料金（２月分）の支出について
8,178

市民局 財産活用担当 平成31年03月22日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 委託料　委託料 財産管理用：もと市民交流センターよどがわ外７施設機械警備業務にかかる委託料の支出について（２月分）
78,554

市民局 財産活用担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 財産管理用：もと市民交流センターよどがわ外７施設機械警備業務にかかる委託料の支出について（２月分）
8,926

市民局 財産活用担当 平成31年03月25日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 旅費　普通旅費 財産活用担当用：市内等出張交通費の支出について（２月分）
10,578

市民局 財産活用担当 平成31年03月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと市民交流センターひがしよどがわ及びあさひ西に係る電気料金（２月分）の支出について
2,808

市民局 財産活用担当 平成31年03月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 委託料　委託料 財産管理用：もと市民交流センターすみよし南機械警備業務経費の支出について（２月分）
19,440

市民局 財産活用担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと市民交流センターよどがわ及びにしなりに係る電気料金（２月分）の支出について
15,961

市民局 住民情報担当 平成31年03月04日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 Ｑ＆Ａ戸籍・在留管理制度の窓口事務(追録）の購入経費の支出について
6,048

市民局 住民情報担当 平成31年03月05日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 住民情報担当用　市内出張交通費の支出について（1月分）
4,315

市民局 住民情報担当 平成31年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 戸籍情報システム保守業務委託に係る経費の支出について（1月分）
4,092,490

市民局 住民情報担当 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 日本行政区画便覧ほか４点（追録）買入にかかる経費の支出について（第３回）
1,595,311

市民局 住民情報担当 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市梅田サービスカウンターにおける消火器点検業務委託にかかる経費の支出について
28,800

市民局 住民情報担当 平成31年03月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 大阪市梅田サービスカウンターにおける消火器点検業務委託にかかる経費の支出について
14,400

市民局 住民情報担当 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用サーバ及び周辺機器一式長期借入の実施経費の支出について（2月分）
1,266,840

市民局 住民情報担当 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 証明発行用システム機器長期借入費用の支出について（2月分）
1,379,160

市民局 住民情報担当 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用クライアント及びプリンタ等周辺機器一式長期借入の実施経費の支出について（2月分）
1,411,452

市民局 住民情報担当 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用機器（プリンタ）長期借入にかかる経費の支出について（2月分）
114,480

市民局 住民情報担当 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 顔認証システム端末機器等　一式　長期借入に係る経費の支出について（ＩＣＴ戦略室移管分）（２月分）
128,844

市民局 住民情報担当 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳ネットワークシステム端末機器一式（ICT戦略室移管分）借入の支出について（２月分）
101,088

市民局 住民情報担当 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 個人番号カード等裏面記載対応プリンタ機器　長期借入に係る経費の支出について（ＩＣＴ戦略室移管分）（２月分）
511,920

市民局 住民情報担当 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 証明書用偽造防止用紙の購入にかかる経費の支出について（4/4回）
748,440

市民局 住民情報担当 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 証明書用偽造防止用紙の購入にかかる経費の支出について（4/4回）
719,280

市民局 住民情報担当 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳等事務システム用統合端末等機器（市民局）長期借入にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
4,257,678

市民局 住民情報担当 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 社会保障・税番号制度にかかる中間サーバ接続端末等の長期借入経費の支出について（平成31年2月分）
12,150

市民局 住民情報担当 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 個人番号カード暗証番号入力用タッチパネルディスプレイ長期借入経費の支出について（平成31年2月分）
36,659

市民局 住民情報担当 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳等事務システムサーバ機器等長期借入にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
3,304,761

市民局 住民情報担当 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳ネットワークシステムサーバ等機器一式借入経費の支出について（平成31年2月分）
633,096

市民局 住民情報担当 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 マイナンバーカード暗証番号入力用タッチパネルディスプレイの長期借入（追加分）経費の支出について（平成31年2月分）
10,152

市民局 住民情報担当 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳ネットワークシステム端末等機器一式借入経費の支出について（平成31年2月分）
598,395

市民局 住民情報担当 平成31年03月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 証明書用偽造防止用紙の購入にかかる経費の支出について（4/4回）
197,640

市民局 住民情報担当 平成31年03月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳等事務システムサーバ機器等長期借入にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
12,459

市民局 住民情報担当 平成31年03月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳等事務システム用統合端末等機器（市民局）長期借入にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
552,220

市民局 住民情報担当 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 出生届ほか１６点印刷業務の経費の支出について
1,175,040

市民局 住民情報担当 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 大阪市梅田サービスカウンター維持管理用　光熱水費の支出について（２月分）
21,435

市民局 住民情報担当 平成31年03月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 大阪市梅田サービスカウンター維持管理用　光熱水費の支出について（２月分）
4,996

市民局 住民情報担当 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 大阪市天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（２月分）
844

市民局 住民情報担当 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 大阪市天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（２月分）
540

市民局 住民情報担当 平成31年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 大阪市天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（２月分）
54

市民局 住民情報担当 平成31年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 大阪市天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（２月分）
84

市民局 住民情報担当 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 磁気テープファイル等の保管及び集配業務委託（市民局）長期継続（単価契約）にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
1,728

市民局 住民情報担当 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 磁気テープファイル等の保管及び集配業務委託（市民局）長期継続（単価契約）にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
1,728

市民局 住民情報担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 「戸籍時報・大阪だより総索引検索システム」の買入経費の支出について
6,480
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市民局 住民情報担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 証明書発行システム機器保守契約経費（コピー代）の支出について（２月分）
53,303

市民局 住民情報担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 大阪市天王寺サービスカウンター維持管理用　光熱費の支出について（２月分）
170,043

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

市民局 住民情報担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 市役所１階住民票・戸籍関係証明書発行コーナー及び大阪市サービスカウンターにおけるPiTaPaカード決済サービスにかかる経費の支出について（２月分）
4,860

市民局 住民情報担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 大阪市サービスカウンター事務用　電話料金（ＮＴＴ）の支出について（２月分）
32,550

市民局 住民情報担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 市役所１階住民票・戸籍関係証明書発行コーナー及び大阪市サービスカウンターにおけるPiTaPaカード決済サービスにかかる経費の支出について（２月分）
1,620

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

市民局 住民情報担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 戸籍情報システム保守業務委託に係る経費の支出について（2月分）
4,092,490

市民局 住民情報担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 市役所１階住民票・戸籍関係証明書発行コーナー及び大阪市サービスカウンターにおけるPiTaPaカード決済サービスにかかる経費の支出について（２月分）
4,860

市民局 住民情報担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システムソフトウェア使用許諾に係る経費の支出について（2月分）
6,139,260

市民局 住民情報担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 市役所１階住民票・戸籍関係証明書発行コーナー及び大阪市サービスカウンターにおけるPiTaPaカード決済サービスにかかる経費の支出について（２月分）
1,620

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

市民局 住民情報担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪市梅田サービスカウンターの不動産賃借にかかる経費の支出について（平成31年３月分）
1,569,888

市民局 住民情報担当 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 大阪市天王寺サービスカウンター維持管理用　光熱費の支出について（２月分）
17,004

市民局 住民情報担当 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 大阪市サービスカウンター事務用　電話料金（ＮＴＴ）の支出について（２月分）
1,090

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

市民局 住民情報担当 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪市梅田サービスカウンターの不動産賃借にかかる経費の支出について（平成31年３月分）
365,904

市民局 ＮＰＯ法人担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 旅費　普通旅費 ＮＰＯ法人担当用市内等出張交通費の支出について（２月分）
6,006

市民局 ＮＰＯ法人担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 需用費　消耗品費 ＮＰＯ法人担当用コピー代金の支出について（２月分）
4,853

市民局 人権企画課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 報酬　其他委員等報酬 大阪市ヘイトスピーチ審査会用委員報酬及び費用弁償の支出について（第４３回）
97,500

市民局 人権企画課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 旅費　費用弁償 大阪市ヘイトスピーチ審査会用委員報酬及び費用弁償の支出について（第４３回）
2,240

市民局 人権企画課 平成31年03月05日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 報償費　報償金 「いのちの大切さを伝える」講演会講師派遣の実施にかかる経費の支出について（平成31年2月16日実施）
11,640

市民局 人権企画課 平成31年03月06日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 旅費　普通旅費 人権企画課用　市内等出張交通費の支出について（10～11月分）
84,235

市民局 人権企画課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 使用料及賃借料　使用料 多文化共生入門講座（第４回）の実施にかかる会場使用料の支出について（平成31年3月7日実施）
8,400

市民局 人権企画課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 報償費　報償金 多文化共生入門講座（第２回）の実施にかかる講師謝礼金の支出について（平成31年2月21日実施）
21,820

市民局 人権企画課 平成31年03月12日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 報酬　其他委員等報酬 第38回大阪市人権施策推進審議会の開催にかかる経費の支出について
214,500

市民局 人権企画課 平成31年03月12日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 旅費　費用弁償 第38回大阪市人権施策推進審議会の開催にかかる経費の支出について
7,300

市民局 人権企画課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 旅費　普通旅費 人権企画課用　市内等出張交通費の支出について（１２～２月分）
84,809

市民局 人権企画課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 役務費　通信運搬費 ヘイトスピーチへの対処に関する条例の運用事務用インターネット回線使用料の支出について（平成３１年２月分）
5,250

市民局 男女共同参画課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 旅費　其他委員等旅費 市内出張交通費の支出について（一般事務費・８月分）
4,280

市民局 男女共同参画課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 旅費　其他委員等旅費 市内出張等交通費の支出について（一般事務費・９月分）
7,510

市民局 男女共同参画課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 旅費　普通旅費 市内出張等交通費の支出について（一般事務費・９月分）
19,554

市民局 男女共同参画課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（一般事務費・８月分）
14,061

市民局 男女共同参画課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 報償費　報償金
大阪市配偶者暴力相談支援センターにおけるＤＶ等の相談対応及びＤＶ等により緊急一時的に保護された被害者等に対する支援業務委託選定会議にかかる報
償金の支出について 51,080

市民局 男女共同参画課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 旅費　其他委員等旅費 市内出張交通費の支出について（一般事務費・12月分）
5,040

市民局 男女共同参画課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（一般事務費・12月分）
19,951

市民局 男女共同参画課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 旅費　其他委員等旅費 市内出張交通費の支出について（一般事務費・２月分）
5,860

市民局 男女共同参画課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 旅費　其他委員等旅費 市内出張交通費の支出について（一般事務費・１月分）
12,950

市民局 男女共同参画課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（一般事務費・１月分）
17,100

市民局 男女共同参画課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（一般事務費・２月分）
18,877

市民局 男女共同参画課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金の支出について（２月分・配偶者暴力相談支援用）
174

市民局 男女共同参画課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 委託料　委託料 平成30年度大阪市立男女共同参画センター東部館にかかる管理運営業務にかかる業務の追加実施、及び同経費の支出について（第5回／全5回）
1,302,602

市民局 男女共同参画課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 委託料　委託料 平成30年度大阪市立男女共同参画センター中央館にかかる管理運営業務にかかる業務の追加実施、及び同経費の支出について（第5回／全5回）
3,194,459

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

市民局
人権啓発・相談セン
ター

平成31年03月04日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 需用費　光熱水費 大阪市人権啓発・相談センター運営用電気料金の支出について（1月分）
47,964

市民局
人権啓発・相談セン
ター

平成31年03月08日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 需用費　消耗品費 平成30年度「人権の花」運動実施にかかる啓発置型ぬいぐるみ買入経費の支出について
180,000

市民局
人権啓発・相談セン
ター

平成31年03月15日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度「人権に関する作品募集事業」入選作品表彰式実施にかかる大阪市立阿倍野市民学習センター講堂使用料の支出について
20,460
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市民局
人権啓発・相談セン
ター

平成31年03月15日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 使用料及賃借料　使用料 人権侵害事象等現認用ノートパソコン借入にかかる2月分使用料の支出について
3,888

市民局
人権啓発・相談セン
ター

平成31年03月18日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 委託料　委託料 平成30年度　大阪市人権相談事業　業務委託料の支出について（平成31年２月分）
2,928,960

市民局
人権啓発・相談セン
ター

平成31年03月20日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 委託料　委託料 平成30年度　大阪市人権啓発情報誌「KOKOROねっと」の企画・編集、デザイン等製作にかかる業務の委託料の支出について
129,600

市民局
人権啓発・相談セン
ター

平成31年03月22日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 役務費　通信運搬費 大阪市人権啓発・相談センター運営用庁内情報システム回線使用料の支出について（2月分）
5,130

市民局
人権啓発・相談セン
ター

平成31年03月22日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 委託料　委託料 平成30年度　ＬＧＢＴ等の性的少数者にかかる人権啓発用ワークショップの開催及び動画制作業務にかかる委託料の支出について
1,500,000

市民局
人権啓発・相談セン
ター

平成31年03月25日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 報償費　報償金 平成31年度　企業啓発推進事業（企業への人権啓発支援）にかかる委託業者選定委員会委員謝礼金の支出について
34,440

市民局
人権啓発・相談セン
ター

平成31年03月25日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 旅費　普通旅費 人権啓発・相談センター運営用　市内等出張交通費の支出について（１２月分）
16,645

市民局
人権啓発・相談セン
ター

平成31年03月25日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 旅費　普通旅費 人権啓発・相談センター運営用　市内等出張交通費の支出について（１１月分）
19,386

市民局
人権啓発・相談セン
ター

平成31年03月26日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 報償費　報償金 平成31年度大阪市人権相談事業にかかる委託業者選定委員会の委員謝礼金の支出について
51,420

市民局
人権啓発・相談セン
ター

平成31年03月26日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 需用費　消耗品費 大阪市人権啓発・相談センター運営用電子複写機消耗品代の支出について（2月分）
6,772

市民局
人権啓発・相談セン
ター

平成31年03月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 需用費　消耗品費 平成30年度「人権に関する作品募集事業」賞状筒買入にかかる経費の支出について
9,072

市民局
人権啓発・相談セン
ター

平成31年03月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 需用費　消耗品費 平成30年度「人権に関する作品募集事業」入賞者への記念品（図書カード）買入にかかる経費の支出について
122,500

市民局
人権啓発・相談セン
ター

平成31年03月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 需用費　印刷製本費 平成30年度「人権に関する作品募集事業」賞状印刷業務にかかる経費の支出について
8,996

市民局
人権啓発・相談セン
ター

平成31年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 報償費　報償金 平成30年度人権啓発・相談センター事業効果検証会議の実施及びアドバイザー謝礼の支出について
46,880

市民局
人権啓発・相談セン
ター

平成31年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 需用費　光熱水費 大阪市人権啓発・相談センター運営用電気料金の支出について（2月分）
51,551

市民局
人権啓発・相談セン
ター

平成31年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発用　人権啓発情報誌アンケート回収にかかる郵便後納料金の支出について（３１年２月分）
2,037

市民局
人権啓発・相談セン
ター

平成31年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 役務費　通信運搬費 大阪市人権啓発・相談センター運営用郵便後納料金の支出について（2月分）
8,272

市民局
人権啓発・相談セン
ター

平成31年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 役務費　通信運搬費 大阪市人権啓発・相談センター運営用電話料金（光）の支出について（2月分）
24,849

市民局 雇用・勤労施策課 平成31年03月05日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 旅費　普通旅費 雇用・勤労施策用　市内等出張交通費の支出について（１月分）
6,440

市民局 雇用・勤労施策課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 委託料　委託料 【若者・女性の就労等トータルサポート事業】就職に役立つ初級パソコン講座運営業務の実施にかかる同経費の支出について（５回目・全５回）
89,640

市民局 雇用・勤労施策課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 委託料　委託料 平成30年度「しごと情報ひろば天下茶屋」施設機械警備業務委託の支出について（２月分）
7,560

市民局 雇用・勤労施策課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 使用料及賃借料　不動産賃借料 【若者・女性の就労等トータルサポート事業】ワンストップの総合相談事業実施にかかる建物（しごと情報ひろば天下茶屋）賃借料の支出について（２月分）
438,561

市民局 雇用・勤労施策課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 報償費　報償金 雇用・勤労施策用　就業支援事業委託事業者選定会議にかかる委員への報償金の支出について（平成３１年３月１１日開催分）
49,500

市民局 雇用・勤労施策課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 旅費　普通旅費 雇用・勤労施策用　市内等出張交通費の支出について（２月分）
10,741

市民局
区行政制度担当業務
調整グループ

平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 平成30年度区役所来庁者等サービス格付け事業の委託料の支出について
172,800

市民局
区行政制度担当業務
調整グループ

平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 点字プリンタ等一式長期借入の実施経費の支出について（平成３１年２月分）
27,432

市民局
区行政制度担当業務
調整グループ

平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 点字プリンタ等一式長期借入（H26～H31福島区役所外１区役所）にかかる使用料の支出について（平成３１年２月分）
47,304

市民局
区行政制度担当業務
調整グループ

平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 点字プリンタ等一式の再リースの実施経費の支出について（平成３１年２月分）
53,784

市民局
区行政制度担当業務
調整グループ

平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　広告料 地下鉄駅構内市政広報板への自衛官募集ポスターの掲出にかかる経費の支出について（平成31年２月13日～平成31年２月26日掲出分）
47,520

市民局
区行政制度担当業務
調整グループ

平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報償費　報償金 平成30年度家庭問題相談事業の報償金の支出について（２月分）
56,000

市民局
地域力担当地域政策
グループ

平成31年03月15日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 旅費　普通旅費 区政支援室地域力担当（地域政策グループ）業務用　市内出張旅費の支出について（平成３０年１２月分）
2,320

市民局
地域力担当地域支援
グループ

平成31年03月08日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 報償費　報償金 大阪市地域公共人材選考会議（2月12日実施分）にかかる委員報酬の支出について
54,060

市民局
地域力担当地域支援
グループ

平成31年03月11日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 報償費　報償金 大阪市地域公共人材の派遣に伴う謝礼金の支出について（瓜破北地域活動協議会、派遣計画に基づく派遣、１月11日）
11,420

市民局
地域力担当地域支援
グループ

平成31年03月11日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 報償費　報償金 大阪市地域公共人材の派遣に伴う謝礼金の支出について（わがまち海西、派遣計画に基づく派遣、１月21日）
21,760

市民局
地域力担当地域支援
グループ

平成31年03月11日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 報償費　報償金 大阪市地域公共人材の派遣に伴う謝礼金の支出について（豊新地域活動協議会、派遣計画に基づく派遣、1月22日）
21,440

市民局
地域力担当地域支援
グループ

平成31年03月11日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 報償費　報償金 大阪市地域公共人材の派遣に伴う謝礼金の支出について（泉尾北地域まちづくり実行委員会、派遣計画に基づく派遣、１月20日）
21,600

市民局
地域力担当地域支援
グループ

平成31年03月12日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 報償費　報償金 大阪市地域公共人材の派遣に伴う謝礼金の支出について（特定非営利活動法人心織、派遣計画策定のための派遣、１月21日）
12,720

市民局
地域力担当地域支援
グループ

平成31年03月12日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 報償費　報償金 大阪市地域公共人材の派遣に伴う謝礼金の支出について（春日出地域活動協議会、派遣計画策定のための派遣、１月28日）
21,060

市民局
地域力担当地域支援
グループ

平成31年03月18日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 旅費　普通旅費 地域支援グループ一般事務用市内出張交通費の支出について（平成３１年１月分）
1,842

市民局
地域力担当地域支援
グループ

平成31年03月20日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 報償費　報償金 平成31年度大阪市市民活動推進基金助成事業における選考（第1次審査及び第2次審査）に係る委員報酬の支出について
100,980

市民局
地域力担当地域支援
グループ

平成31年03月22日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 報償費　報償金 平成30年度新たな地域コミュニティ支援事業業務委託事業者等評価会議に係る委員報償の支出について（期末：３月４日開催分）
34,780

市民局
地域力担当地域支援
グループ

平成31年03月22日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 報償費　報償金 大阪市地域公共人材の派遣に伴う謝礼金の支出について（香簑地域活動協議会、派遣計画に基づく派遣、２月13日）
21,620

市民局
地域力担当地域支援
グループ

平成31年03月22日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 報償費　報償金 大阪市地域公共人材の派遣に伴う謝礼金の支出について（わがまち海西、派遣計画に基づく派遣、２月４日）
16,760

市民局
地域力担当地域支援
グループ

平成31年03月22日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 報償費　報償金 大阪市地域公共人材の派遣に伴う謝礼金の支出について（新東三国地域活動協議会、派遣計画に基づく派遣、２月９日）
22,120

市民局
地域力担当地域支援
グループ

平成31年03月22日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 報償費　報償金 大阪市地域公共人材の派遣に伴う謝礼金の支出について（瓜破北地域活動協議会、派遣計画に基づく派遣、２月８日）
11,420

市民局
地域力担当地域支援
グループ

平成31年03月27日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 報償費　報償金 大阪市地域公共人材の派遣に伴う謝礼金の支出について（西区地域女性団体協議会、派遣計画策定のための派遣１月29日、派遣計画に基づく派遣、２月７日）
13,820

市民局
地域力担当地域支援
グループ

平成31年03月27日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 報償費　報償金 大阪市地域公共人材の派遣に伴う謝礼金の支出について（特定非営利活動法人心織、派遣計画に基づく派遣、２月18日）
17,720
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市民局
地域力担当地域支援
グループ

平成31年03月27日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 報償費　報償金 大阪市地域公共人材の派遣に伴う謝礼金の支出について（中道地域活動協議会、派遣計画に基づく派遣、２月16日）
18,520

市民局
地域力担当地域支援
グループ

平成31年03月27日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 報償費　報償金 大阪市地域公共人材の派遣に伴う謝礼金の支出について（高殿南校下地域活動協議会、派遣計画策定のための派遣、２月８日）
17,640

市民局
地域力担当地域支援
グループ

平成31年03月27日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 報償費　報償金 大阪市地域公共人材の派遣に伴う謝礼金の支出について（泉尾北地域まちづくり実行委員会、派遣計画に基づく派遣、２月16日）
16,600

市民局
地域力担当地域支援
グループ

平成31年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 報償費　報償金 平成31年度大阪市市民活動推進基金助成事業における選考（第1次審査）に係る委員報酬の支出について
16,500

市民局
地域力担当連携促進
グループ

平成31年03月12日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 旅費　普通旅費 連携促進グループ一般事務用市内出張交通費の支出について（平成３０年１１月分）
8,147

市民局
地域力担当連携促進
グループ

平成31年03月18日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 委託料　委託料 平成30年度市民活動に関する相談受付・情報提供窓口の開設業務（大阪市市民活動総合支援事業）の委託料の支出について（１月分）
644,891

市民局
地域力担当連携促進
グループ

平成31年03月20日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 旅費　普通旅費 連携促進グループ一般事務用市内出張交通費の支出について（平成３０年１２月分）
6,920

市民局
地域力担当連携促進
グループ

平成31年03月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 使用料及賃借料　使用料 大阪市市民活動総合ポータルサイト公開サーバ費の支出について（２月分）
6,264

市民局
地域力担当連携促進
グループ

平成31年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 報償費　報償金 平成31年度大阪市市民活動総合支援事業業務委託先事業者審査会議委員報償金の支出について
66,000

市民局 地域安全担当 平成31年03月04日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 役務費　通信運搬費 安全なまちづくり推進用　スマートフォン端末（２台）用通信・通話回線利用契約等に係る経費の支出について（平成31年1月分通信通話料等）
3,340

市民局 地域安全担当 平成31年03月08日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 旅費　普通旅費 地域安全担当用　市内等出張交通費の支出について（12月分）
22,830

市民局 地域安全担当 平成31年03月15日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 使用料及賃借料　使用料 安全なまちづくり用　見守りカメラ設置にかかる使用料の支出について（平成30年度設置分）
28,728

市民局 地域安全担当 平成31年03月18日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 需用費　光熱水費 安全なまちづくり推進用　子どものための見守りカメラ設置事業にかかる電気料金の支出について（2月分11件）
723

市民局 地域安全担当 平成31年03月20日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 需用費　被服費 安全なまちづくり推進用　客引き行為等適正化指導員の制服（ジャケットほか６点）の調達経費の支出について
1,870,128

市民局 地域安全担当 平成31年03月22日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 需用費　光熱水費 安全なまちづくり推進用　子どものための見守りカメラ設置事業にかかる電気料金の支出について（2月分4件）
354

市民局 地域安全担当 平成31年03月22日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 需用費　光熱水費 安全なまちづくり推進用　子どものための見守りカメラ設置事業にかかる電気料金の支出について（2月分33件）
4,389

市民局 地域安全担当 平成31年03月25日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 需用費　光熱水費 安全なまちづくり推進用　子どものための見守りカメラ設置事業にかかる電気料金の支出について（2月分6件）
682

市民局 地域安全担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 旅費　普通旅費 地域安全担当用　市内等出張交通費の支出について（1月分）
20,200

市民局 地域安全担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 需用費　光熱水費 安全なまちづくり推進用　子どものための見守りカメラ設置事業にかかる電気料金の支出について（3月分38件）
6,800

市民局 地域安全担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 役務費　通信運搬費 安全なまちづくり推進用　スマートフォン端末（２台）用通信・通話回線利用契約等に係る経費の支出について（平成31年2月分通信通話料等）
3,340

市民局 地域安全担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 役務費　通信運搬費 安全なまちづくり推進用　スマートフォン端末（６台）用通信・通話回線利用契約等に係る経費の支出について（1月分通信通話料等、2月分セキュリティ契約料）
11,633

市民局 地域安全担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 負担金、補助及交付金　補助金 防犯・暴力追放運動の支援事業用　平成30年度　防犯協会活動補助金（大正防犯協会）の支出について
72,000

市民局 地域安全担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 負担金、補助及交付金　補助金 防犯・暴力追放運動の支援事業用　平成30年度　防犯協会活動補助金（曽根崎防犯協会）の支出について
72,000

市民局 地域安全担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 負担金、補助及交付金　補助金 防犯・暴力追放運動の支援事業用　平成30年度　防犯協会活動補助金（西淀川防犯協会）の支出について
51,840

市民局 地域安全担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 負担金、補助及交付金　補助金 防犯・暴力追放運動の支援事業用　平成30年度　防犯協会活動補助金（淀川防犯協会）の支出について
72,000

市民局 地域安全担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 負担金、補助及交付金　補助金 防犯・暴力追放運動の支援事業用　平成30年度　防犯協会活動補助金（阿倍野防犯協会）の支出について
72,000

市民局 消費者センター 平成31年03月01日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 消費者センター一般事務用ＦＡＸ・コピー代の支出について（1月分）
4,544

市民局 消費者センター 平成31年03月01日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 消費者センター一般事務用電子複写機消耗品代の支出について（1月分）
18,165

市民局 消費者センター 平成31年03月05日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（２月７日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成31年03月05日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 若年者向け消費者教育講座（1月31日開催分）に係る講師への報償金の支出について
7,800

市民局 消費者センター 平成31年03月05日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 一般事務用消費者センター庁内情報通信サービス提供経費の支出について（1月分）
5,130

市民局 消費者センター 平成31年03月11日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　特別旅費
消費生活相談員研修 専門・事例講座特定商取引法関連の消費者トラブル-連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引を中心にへの出張旅
費の支出について 36,480

市民局 消費者センター 平成31年03月11日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 啓発展示スペース用「消費者法ニュース」の購読経費の支出について（平成30年4月分～平成31年3月分）
6,800

市民局 消費者センター 平成31年03月12日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（2月22日分）に係る講師への報償金の支出について
5,200

市民局 消費者センター 平成31年03月15日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（２月２１日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成31年03月15日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 消費者被害防止のための高齢者の支援者向け見守り講座（2月20日開催分）に係る講師への報償金の支出について
5,200

市民局 消費者センター 平成31年03月15日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 消費者被害防止のための高齢者の支援者向け見守り講座（2月20日開催分）に係る講師への報償金の支出について
5,200

市民局 消費者センター 平成31年03月15日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 啓発展示スペース用「消費者教育研究」の購読経費の支出について（平成30年4月分～平成31年3月分）
3,000

市民局 消費者センター 平成31年03月18日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　普通旅費 消費者センター市内等出張交通費の支出について（１月分）
3,400

市民局 消費者センター 平成31年03月18日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　普通旅費 消費者センター市内等出張交通費の支出について（１月分）
7,104

市民局 消費者センター 平成31年03月18日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　普通旅費 消費者センター市内等出張交通費の支出について（１月分）
1,150

市民局 消費者センター 平成31年03月18日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 使用料及賃借料　使用料 エルちゃんの“わん”デー講座（3月26日開催分）にかかる会場使用料の支出について（各種講座用）
21,800

市民局 消費者センター 平成31年03月19日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
13,750

市民局 消費者センター 平成31年03月20日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 若年者向け消費者教育講座（2月26日開催分）に係る講師への報償金の支出について
4,300

市民局 消費者センター 平成31年03月20日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 消費者被害防止のための高齢者の支援者向け見守り講座（2月25日開催分）に係る講師への報償金の支出について
5,200

市民局 消費者センター 平成31年03月20日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 若年者向け消費者教育講座（2月26日開催分）に係る講師への報償金の支出について
5,200

市民局 消費者センター 平成31年03月20日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（3月1日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000
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市民局 消費者センター 平成31年03月22日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 消費者被害防止のための高齢者の支援者向け見守り講座（2月28日開催分）に係る講師への報償金の支出について
5,200

市民局 消費者センター 平成31年03月22日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 消費者被害防止のための高齢者の支援者向け見守り講座（3月1日開催分）に係る講師への報償金の支出について
5,200

市民局 消費者センター 平成31年03月22日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　普通旅費 「平成３０年度ＰＩＯ－ＮＥＴ運営連絡会議」への出張旅費の支出について（一般事務用）
28,900

市民局 消費者センター 平成31年03月27日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 消費者センター一般事務用ＦＡＸ・コピー代の支出について（2月分）
4,872

市民局 消費者センター 平成31年03月27日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 消費者センター一般事務用電子複写機消耗品代の支出について（2月分）
17,314

市民局 消費者センター 平成31年03月27日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　光熱水費 一般事務用消費者センター照明・コンセント料金、空調料金、水道料金及び構内配線使用料の支出について（2月分）
151,875

市民局 消費者センター 平成31年03月27日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　光熱水費 一般事務用消費者センター照明・コンセント料金、空調料金、水道料金及び構内配線使用料の支出について（2月分）
72,268

市民局 消費者センター 平成31年03月27日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　光熱水費 一般事務用消費者センター照明・コンセント料金、空調料金、水道料金及び構内配線使用料の支出について（2月分）
1,872

市民局 消費者センター 平成31年03月27日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 一般事務用消費者センター照明・コンセント料金、空調料金、水道料金及び構内配線使用料の支出について（2月分）
4,860

市民局 消費者センター 平成31年03月27日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 委託料　委託料 施設維持管理用大阪市消費者センター事務所内清掃業務委託（平成30年度）にかかる経費の支出について
143,640

市民局 消費者センター 平成31年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 消費者被害防止のための高齢者の支援者向け見守り講座（3月6日開催分）に係る講師への報償金の支出について
5,200

市民局 消費者センター 平成31年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（3月7日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成31年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 ヘッドセット及び電話機接続用ユーザーインターフェースの購入経費の支出について（相談指導用）
49,680

市民局 消費者センター 平成31年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　印刷製本費 食品表示啓発リーフレットの印刷経費の支出について
59,616

市民局 消費者センター 平成31年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 相談指導用　タブレット端末用通信回線の使用経費の支出について（平成31年1月分）
3,304

市民局 消費者センター 平成31年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 消費者行政推進用　タブレット端末用通信回線の使用にかかる通信経費の支出について（平成31年1月分）
4,963

市民局 消費者センター 平成31年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
8,448

財政局 財務課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　プリンタカートリッジほか33点買入及び経費の支出について
550,800

財政局 財務課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　地方交付税制度解説（補正係数・基準財政収入額篇）買入及び経費の支出について
14,400

財政局 財務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 旅費　普通旅費 財務部事務用　市内出張交通費の支出について（２月分）
1,784

財政局 財務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　國の予算　平成30年度買入及び経費の支出について
18,000

財政局 財務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　印刷製本費 財務部事務用　平成31年度予算事業一覧（各区・局別）概算印刷にかかる経費の支出について
127,484

財政局 財務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　追録（早分かり 公会計の手引き）の買入及び経費の支出について
5,070

財政局 財務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　月刊 税　2018年４月号～2019年３月号（年間購読）の買入及び経費の支出について
25,920

財政局 財務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入（平成30年3月調達）にかかる経費の支出について（２月分）
26,995

財政局 財務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式（ハイブリッドタブレット端末）長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
10,372

財政局 財務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　LGWAN接続系利用パソコン等機器（財政局財務部）一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
8,006

財政局 財務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入（平成27年3月調達）にかかる経費の支出について（２月分）
57,282

財政局 財務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　ファクシミリ装置一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
2,484

財政局 財務課 平成31年03月22日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　ファクシミリ装置一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
2,484

財政局 財務課 平成31年03月22日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入（平成30年3月調達）にかかる経費の支出について（２月分）
5,399

財政局 財務課 平成31年03月22日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入（平成27年3月調達）にかかる経費の支出について（２月分）
19,778

財政局 財務課 平成31年03月22日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　カラープリンタ装置等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
6,480

財政局 財務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　非常用コンパクトＬＥＤライト（ラジオ付きハンディタイプ）ほか１点買入及び経費の支出について
108,853

財政局 財務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　図説日本の税制 平成30年度版ほか１点の買入及び経費の支出について
5,184

財政局 財務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 備品購入費　図書購入費 財務部事務用　新版　逐条地方自治法第９次改訂版買入及び経費の支出について
16,200

財政局 財務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　追録（地方公営企業実務ハンドブック221-222）の買入及び経費の支出について
5,000

財政局 財務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 役務費　通信運搬費 財務部事務用　後納郵便料金（２月分）の支出について
16,746

財政局 財源課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 負担金、補助及交付金　分担金 宝くじ事務用 平成３０年度全国自治宝くじ事務協議会事業会計分担金の支出について
118,000

財政局 財源課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 報償費　報償金 財務部事務用「税財政に関する研究会」の実施にかかる講師謝礼金の支出について
113,000

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

中央卸売市場事業会
計へ繰替

繰出金　他会計へ繰出 平成30年度中央卸売市場事業会計繰出金の実施及び経費の支出について
638,726,000

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

中央卸売市場事業出
資金

繰出金　他会計へ繰出 平成30年度中央卸売市場事業会計繰出金の実施及び経費の支出について
2,050,195,000

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

下水道事業会計へ繰
替

繰出金　他会計へ繰出 平成30年度下水道事業会計繰出金の実施及び経費の支出について
25,702,146,954

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

下水道事業補助金 繰出金　他会計へ繰出 平成30年度下水道事業会計繰出金の実施及び経費の支出について
3,554,554,829

財政局 財源課（公債） 平成31年03月01日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
13,555,015,692

財政局 財源課（公債） 平成31年03月01日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
375,000,000

財政局 財源課（公債） 平成31年03月01日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
2,308,500,698
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財政局 財源課（公債） 平成31年03月01日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
22,372,500

財政局 財源課（公債） 平成31年03月01日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成３１年３月１日支払分元利金支払手数料の支出について
118,461

財政局 財源課（公債） 平成31年03月05日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 しんきん証券有価証券セミナー（講演依頼）に係る出張旅費の支出について
21,420

財政局 財源課（公債） 平成31年03月07日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
27,408,846

財政局 財源課（公債） 平成31年03月08日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
7,000,000,000

財政局 財源課（公債） 平成31年03月08日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
7,904,972

財政局 財源課（公債） 平成31年03月11日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
150,000,000

財政局 財源課（公債） 平成31年03月11日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
29,477,957

財政局 財源課（公債） 平成31年03月13日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
394,175,000

財政局 財源課（公債） 平成31年03月13日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成３１年３月１３日支払分利子支払手数料の支出について
688,500

財政局 財源課（公債） 平成31年03月15日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
20,792,344

財政局 財源課（公債） 平成31年03月15日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
65,175,000

財政局 財源課（公債） 平成31年03月15日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成３１年３月１５日支払分利子支払手数料の支出について
121,500

財政局 財源課（公債） 平成31年03月18日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
409,250,000

財政局 財源課（公債） 平成31年03月18日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
1,000,000,000

財政局 財源課（公債） 平成31年03月18日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
1,267,054,180

財政局 財源課（公債） 平成31年03月18日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
124,750,000

財政局 財源課（公債） 平成31年03月18日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
27,408,844

財政局 財源課（公債） 平成31年03月18日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
57,162,268

財政局 財源課（公債） 平成31年03月18日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
20,926,575

財政局 財源課（公債） 平成31年03月18日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
26,101,681

財政局 財源課（公債） 平成31年03月18日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成３１年３月１８日支払分利子支払手数料の支出について
81,000

財政局 財源課（公債） 平成31年03月18日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成３１年３月１８日支払分元利金支払手数料の支出について
1,450,630

財政局 財源課（公債） 平成31年03月18日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成３１年３月１８日支払分キャップ料の支出について
9,719,452

財政局 財源課（公債） 平成31年03月19日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
1,328,986

財政局 財源課（公債） 平成31年03月19日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
8,251,616

財政局 財源課（公債） 平成31年03月19日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成３０年度第４回銀行等引受債に係るアレンジャー・エージェント手数料の支出について
43,200,000

財政局 財源課（公債） 平成31年03月20日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元金の支出について
195,362,000

財政局 財源課（公債） 平成31年03月20日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
9,872,774,929

財政局 財源課（公債） 平成31年03月20日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元金の支出について
6,433,000

財政局 財源課（公債） 平成31年03月20日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
129,512,113

財政局 財源課（公債） 平成31年03月20日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
1,786,619

財政局 財源課（公債） 平成31年03月20日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
37,326,654

財政局 財源課（公債） 平成31年03月20日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
1,893,616,579

財政局 財源課（公債） 平成31年03月22日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
147,000,000

財政局 財源課（公債） 平成31年03月22日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
150,000,000

財政局 財源課（公債） 平成31年03月22日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
200,000,000

財政局 財源課（公債） 平成31年03月22日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
25,446,841

財政局 財源課（公債） 平成31年03月22日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
3,296,718

財政局 財源課（公債） 平成31年03月22日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
46,461,406

財政局 財源課（公債） 平成31年03月22日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
93,316,635

財政局 財源課（公債） 平成31年03月22日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
30,537,485

財政局 財源課（公債） 平成31年03月22日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
1,017,769

財政局 財源課（公債） 平成31年03月22日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
2,697,314

財政局 財源課（公債） 平成31年03月22日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
127,050,000

財政局 財源課（公債） 平成31年03月22日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
1,499,380

財政局 財源課（公債） 平成31年03月22日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成３１年３月２２日支払分元利金支払手数料の支出について
30,973
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財政局 財源課（公債） 平成31年03月22日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成３１年３月２２日支払分利子支払手数料の支出について
202,500

財政局 財源課（公債） 平成31年03月25日 公債費会計 繰出金
下水道事業会計繰出
金

公債収入金繰出 繰出金　下水道事業資金 平成30年度財政融資資金借入金の繰出しについて（下水）
3,739,000,000

財政局 財源課（公債） 平成31年03月25日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
150,000,000

財政局 財源課（公債） 平成31年03月25日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
4,257,465,930

財政局 財源課（公債） 平成31年03月25日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
27,408,846

財政局 財源課（公債） 平成31年03月25日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
641,099,384

財政局 財源課（公債） 平成31年03月25日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
37,326,655

財政局 財源課（公債） 平成31年03月25日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
33,357,556

財政局 財源課（公債） 平成31年03月26日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
5,300,000

財政局 財源課（公債） 平成31年03月26日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　通信運搬費 財務部事務用金融情報閲覧用インターネット利用に係る経費の支出について（２月分）
2,810

財政局 財源課（公債） 平成31年03月26日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 第192回共同発行市場公募地方債に係る受託・引受手数料の支出について
1,296,000

財政局 財源課（公債） 平成31年03月26日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成３１年３月２６日支払分利子支払手数料の支出について
162,000

財政局 財源課（公債） 平成31年03月26日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 第192回共同発行市場公募地方債に係る受託・引受手数料の支出について
35,100,000

財政局 財源課（公債） 平成31年03月27日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
21,142,777

財政局 財源課（公債） 平成31年03月27日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
47,244,462

財政局 財源課（公債） 平成31年03月27日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
44,475,000

財政局 財源課（公債） 平成31年03月27日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 個別訪問ＩＲに係る出張旅費の支出について
80,800

財政局 財源課（公債） 平成31年03月27日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成３１年３月２７日支払分利子支払手数料の支出について
121,500

財政局 財源課（公債） 平成31年03月27日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成３１年３月２７日支払分キャップ料の支出について
9,669,863

財政局 財源課（公債） 平成31年03月28日 公債費会計 繰出金
中央卸売市場事業会
計繰出金

公債収入金繰出 繰出金　中央卸売市場整備事業資金 第192回共同発行市場公募地方債の繰出しについて（市場）
818,000,000

財政局 財源課（公債） 平成31年03月28日 公債費会計 繰出金 港営事業会計繰出金 公債収入金繰出 繰出金　港営事業資金 第192回共同発行市場公募地方債の繰出しについて（港営）
515,000,000

財政局 財源課（公債） 平成31年03月28日 公債費会計 繰出金
下水道事業会計繰出
金

公債収入金繰出 繰出金　下水道事業資金 第192回共同発行市場公募地方債の繰出しについて（下水）
4,137,000,000

財政局 財源課（公債） 平成31年03月28日 公債費会計 繰出金
下水道事業会計繰出
金

公債収入金繰出 繰出金　下水道事業資金 平成30年度地方公共団体金融機構借入金の繰出しについて（下水）
1,608,000,000

財政局 財源課（公債） 平成31年03月28日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
268,125,000

財政局 財源課（公債） 平成31年03月28日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
5,128,290

財政局 財源課（公債） 平成31年03月28日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
27,408,845

財政局 財源課（公債） 平成31年03月28日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
9,645,068

財政局 財源課（公債） 平成31年03月29日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
60,000,000

財政局 財源課（公債） 平成31年03月29日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
60,000,000

財政局 財源課（公債） 平成31年03月29日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
226,600,000

財政局 財源課（公債） 平成31年03月29日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元金の支出について
1,629,328,863

財政局 財源課（公債） 平成31年03月29日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
300,000,000

財政局 財源課（公債） 平成31年03月29日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元金の支出について
787,067

財政局 財源課（公債） 平成31年03月29日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
35,575,265

財政局 財源課（公債） 平成31年03月29日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
5,599,217

財政局 財源課（公債） 平成31年03月29日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
74,656,608

財政局 財源課（公債） 平成31年03月29日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
5,619,162

財政局 財源課（公債） 平成31年03月29日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　一時借入金利子 準公営企業会計からの繰替借りにかかる利子の支出について（港営）
249,290

財政局 財源課（公債） 平成31年03月29日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　一時借入金利子 準公営企業会計からの繰替借りにかかる利子の支出について（下水）
232,295

財政局 財源課（公債） 平成31年03月29日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　一時借入金利子 準公営企業会計からの繰替借りにかかる利子の支出について（市場）
60,433

財政局 財源課（公債） 平成31年03月29日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　通信運搬費 財務部事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
2,000

財政局 財源課（公債） 平成31年03月29日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成３１年３月２９日支払分元利金支払手数料の支出について
113,400

財政局 財源課（公債） 平成31年03月29日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 金融情報サービス用パソコン賃貸料及び保守料の支出について（２月分）
5,389

財政局 管理課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 税務システム標準化・共通化研究会の出席に係る管外出張旅費について
28,500

財政局 管理課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 平成30年度税務事務システム出力帳票引取り仕分け搬送及び課税資料搬送業務委託（概算契約）経費の支出について（10・11・12月分）
858,600

財政局 管理課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 税務事務用新建築２月号ほか１１点買入に係る経費の支出について
49,477

財政局 管理課 平成31年03月12日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月分）
306
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財政局 管理課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管及び集配業務経費の支出について（２月分）
1,728

財政局 管理課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳ネットワークシステム端末機器（財政局税務部）一式長期借入（再リース）の経費の支出について（２月分）
103,680

財政局 管理課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器（財政局）一式長期借入に係る経費の支出について（２月分）
12,938

財政局 管理課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度庁内情報利用パソコン長期借入に係る経費の支出について（２月分）
2,933,335

財政局 管理課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続用（財政局本設置分））等機器一式長期借入に係る経費の支出について（２月分）
219,672

財政局 管理課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末等機器長期借入に係る経費の支出について（２月分）
8,668,031

財政局 管理課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 税務事務システム端末機器等一式長期借入（再リース）に係る経費の支出について（２月分）
254,880

財政局 管理課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系利用パソコン等機器（財政局税務部）一式　長期借入に係る経費の支出について（２月分）
64,620

財政局 管理課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 税務事務システムサーバ機器等長期借入経費の支出について（２月分）
9,547,848

財政局 管理課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度庁内情報利用パソコン等機器（財政局税務部）一式長期借入に係る経費の支出について（２月分）
11,664

財政局 管理課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 カラープリンタ装置等機器一式長期借入（その２）に係る経費の支出について（２月分）
46,764

財政局 管理課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度 庁内情報利用パソコン等機器（財政局税務部）一式 長期借入に係る経費の支出について（２月分）
82,983

財政局 管理課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 大阪市弁天町市税事務所清掃業務委託に係る経費の支出について（２月分）
152,139

財政局 管理課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 梅田市税事務所空調設備保守点検業務委託に係る経費の支出について
172,800

財政局 管理課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 備品購入費　庁用器具費 放送設備に係るデジタルプログラムタイマーユニット（弁天町市税事務所ほか４ヵ所）一式買入の経費の支出について
1,026,000

財政局 管理課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　光熱水費 あべのメディックスに係る光熱水費の支出について（電気料２月分）
175,342

財政局 管理課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 大阪市財政局弁天町市税事務所機械警備業務委託に係る実施及び同経費の支出について（2月分）
31,968

財政局 管理課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 京橋市税事務所清掃業務委託（長期継続契約）に係る経費の支出について（2月分）
68,580

財政局 管理課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 負担金、補助及交付金　分担金 船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる光熱水費等分担金の支出について（１月分）
22,924

財政局 管理課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　其他委員等旅費 税務部（管理・計理・審査・システム）嘱託職員市内出張交通費等の支出について（１月分）
660

財政局 管理課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 梅田市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（１月分）
42,960

財政局 管理課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 あべの市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（１月分）
150,756

財政局 管理課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 税務部（管理・計理・審査・システム）職員市内出張交通費等の支出について（１月分）
3,266

財政局 管理課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 なんば市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（１月分）
54,067

財政局 管理課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 船場法人市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（１月分）
36,330

財政局 管理課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 弁天町市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（１月分）
46,437

財政局 管理課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 京橋市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（１月分）
23,480

財政局 管理課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 税務部管理課事務関係図書（２点）の買入に係る経費の支出について
3,672

財政局 管理課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 税務事務用行政不服審査事務提要（追録）（925-943）買入に係る経費の支出について
40

財政局 管理課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　光熱水費 梅田市税事務所に係る光熱水費の支出について（平成31年2月分）
421,246

財政局 管理課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　光熱水費 あべの市税事務所に係る光熱費の支出について（２月分）
432,635

財政局 管理課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 大阪市財政局船場法人市税事務所　機械警備等業務委託（長期継続契約）の経費支出について（2月分）
8,164

財政局 管理課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 大阪駅前第２ビル管理費及び修繕積立金（平成３０年度分）の支出について（31年3月分）
2,464,342

財政局 管理課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 財政局税務部分室（駅前第２ビル４階）機械警備等業務委託（長期継続契約）の経費の支出について（Ｈ31年2月分）
12,960

財政局 管理課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪駅前第２ビル管理費及び修繕積立金（平成３０年度分）の支出について（31年3月分）
817,626

財政局 管理課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 京橋市税事務所消防用ホースの買入に係る経費の支出について
17,280

財政局 管理課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 なんば市税事務所清掃業務委託（長期継続契約）に係る経費の支出について（２月分）
90,288

財政局 管理課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 平成３１年度市民税・府民税申告書等送付用封筒ほか６点買入に係る経費の支出について（第２回目）
2,452,437

財政局 管理課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 大阪市財政局市税事務所における税務事務用耐火金庫用非常用電池買入に係る経費の支出について
5,400

財政局 管理課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 大阪市財政局市税事務所における税務事務用耐火金庫用非常用電池買入に係る経費の支出について
5,400

財政局 管理課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 大阪市財政局市税事務所における税務事務用耐火金庫用非常用電池買入に係る経費の支出について
5,400

財政局 管理課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 大阪市財政局市税事務所における税務事務用耐火金庫用非常用電池買入に係る経費の支出について
5,400

財政局 管理課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 大阪市財政局市税事務所における税務事務用耐火金庫用非常用電池買入に係る経費の支出について
5,400

財政局 管理課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　光熱水費 なんば市税事務所に係る光熱水費及び電話料金の支出について（２月分）
562,219

財政局 管理課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　光熱水費 弁天町市税事務所に係る光熱水費の支出について（H31年2月分））
1,183,773

財政局 管理課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 平成３０年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（２月分）の支出について
2,702

財政局 管理課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 平成３０年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（２月分）の支出について
2,747
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財政局 管理課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 平成３０年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（２月分）の支出について
2,738

財政局 管理課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 平成３０年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（２月分）の支出について
2,904

財政局 管理課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 なんば市税事務所に係る光熱水費及び電話料金の支出について（２月分）
5,400

財政局 管理課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　不動産賃借料 なんば市税事務所（大阪シティエアターミナルビル）に係る賃料及び共益費の支出について（３月分）
12,005,496

財政局 管理課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　不動産賃借料 なんば市税事務所（大阪シティエアターミナルビル）に係る駐車場利用料の支出について（３月分）
118,800

財政局 管理課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　不動産賃借料 弁天町市税事務所（ＯＲＣ２００）に係る賃料及び共益費の支出について（3月分）
5,244,145

財政局 管理課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービスの提供に伴う支出について（２月分）
5,130

財政局 管理課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 大阪市市税事務所事務用タブレット型端末長期借入に係る経費の支出について（平成31年2月使用分）
23,988

財政局 管理課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 大阪市市税事務所事務用タブレット型端末長期借入に係る経費の支出について（平成31年2月使用分）
7,992

財政局 管理課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 大阪市市税事務所事務用タブレット型端末長期借入にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
7,992

財政局 管理課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　手数料 税証明書発行手数料等クレジット入金処理業務委託の経費の支出について（平成31年１月分）
1,339

財政局 管理課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　手数料 税証明書発行手数料等クレジット入金処理業務委託　長期継続（概算契約）の経費の支出について（平成31年１月分）
942

財政局 管理課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　手数料 療養補償費の支払いのための資料に対する費用の支出について
4,000

財政局 管理課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 税証明書発行手数料等クレジット決済処理業務委託（長期継続）経費の支出について（平成31年２月分）
2,700

財政局 管理課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 大阪市財政局船場法人市税事務所機械警備業務委託（長期継続契約）経費の支出について（２月分）
65,340

財政局 管理課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 大阪市財政局税務部書庫他５点　買入（その２）の経費の支出について
284,580

財政局 管理課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費
税務事務用乾式デジタル複合機にかかるコピー代（税務部・財務部・市債権・照会センター・税務部分室（固定）・各市税事務所分）の支出について（平成３１年２
月分） 21,874

財政局 管理課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費
税務事務用乾式デジタル複合機にかかるコピー代（税務部・財務部・市債権・照会センター・税務部分室（固定）・各市税事務所分）の支出について（平成３１年２
月分） 1,170,631

財政局 管理課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 大阪市財政局梅田市税事務所機械警備業務委託（長期継続契約）経費の支出について（H31年2月分）
35,640

財政局 管理課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 備品購入費　庁用器具費 大阪市財政局税務部書庫他５点　買入（その２）の経費の支出について
73,440

財政局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　其他委員等旅費 税務部（管理・計理・審査・システム）嘱託職員市内出張交通費等の支出について（２月分）
360

財政局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 梅田市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（２月追加分）
380

財政局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 なんば市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（２月分）
73,259

財政局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 京橋市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（２月分）
46,377

財政局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 京橋市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（２月追加分）
510

財政局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 弁天町市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（２月分）
70,468

財政局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 なんば市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（２月追加分）
4,451

財政局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 税務部（管理・計理・審査・システム）職員市内出張交通費等の支出について（２月分）
3,036

財政局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 あべの市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（２月分）
223,759

財政局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 梅田市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（２月分）
66,075

財政局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 船場法人市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（２月分）
52,185

財政局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 区役所税証明窓口用インクカートリッジほか17点買入に係る経費の支出について
140,281

財政局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 税務事務用「平成30年度 地方税法 令規通知篇」買入に係る経費の支出について
821,500

財政局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 税務事務用 自治体職員のための事例解説 債権管理・回収の手引き（追録）（２７－３１号）ほか５点買入に係る経費の支出について
297,845

財政局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 平成３１年度市民税・府民税申告書等送付用封筒ほか６点買入に係る経費の支出について（第３回目）
26,163

財政局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 事務用椅子（梅田市税事務所ほか3か所）買入の実施経費の支出について
728,352

財政局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 事務用椅子（梅田市税事務所ほか3か所）買入の実施経費の支出について
715,392

財政局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 事務用椅子（梅田市税事務所ほか3か所）買入の実施経費の支出について
699,840

財政局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 事務用椅子（梅田市税事務所ほか3か所）買入の実施経費の支出について
274,752

財政局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　光熱水費 船場法人市税事務所に係る光熱水費の支出について（２月分）
435,413

財政局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　光熱水費 京橋市税事務所に係る光熱水費の支出について（H31.1月分）
324,625

財政局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　光熱水費 船場法人市税事務所に係る共用電気使用料の支出について（２月分）
147,789

財政局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 税務部用後納郵便料金の支出について（２月分）
46,528

財政局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 市税事務所用後納郵便料金の支出について（２月分）
20,755,803

財政局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 税務部用後納郵便料金の支出について（２月分）
69,952

財政局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 なんば・あべの・船場法人市税事務所に係る後納郵便料金の支出について（２月分）
653,638

財政局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 市税事務所用ひかり電話回線使用料（２月分）の支出について
1,163,798
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財政局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 税務部用後納郵便料金の支出について（２月分）
1,059

財政局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 税務部用後納郵便料金の支出について（２月分）
28,928

財政局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 梅田・京橋・弁天町市税事務所に係る後納郵便料金の支出について（H31年2月分）
293,875

財政局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 税務部用後納郵便料金の支出について（２月分）
132,822

財政局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 平成30年度　税務部・市税事務所における税務事務補助業務に係る労働者派遣業務経費の支出について（平成31年2月分）
3,993,381

財政局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 産業廃棄物（事務用椅子）収集運搬及び処分業務委託（梅田市税事務所ほか３か所）の経費の支出について
223,776

財政局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料
平成30年度及び平成31年度大阪市税証明郵送センターにおける税証明書発行関係業務等に係る労働者派遣（長期継続契約）における経費の支出について（2
月分） 53,233

財政局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 産業廃棄物（事務用椅子）収集運搬及び処分業務委託（梅田市税事務所ほか３か所）の経費の支出について
63,936

財政局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 産業廃棄物（事務用椅子）収集運搬及び処分業務委託（梅田市税事務所ほか３か所）の経費の支出について
185,414

財政局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 産業廃棄物（事務用椅子）収集運搬及び処分業務委託（梅田市税事務所ほか３か所）の経費の支出について
166,234

財政局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ装置一式借入（平成29年10月1日～平成31年9月30日リース延長）経費の支出について（２月分）
51,624

財政局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 備品購入費　庁用器具費 事務用椅子（梅田市税事務所ほか3か所）買入の実施経費の支出について
65,664

財政局 収税課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪府域地方税徴収機構に係る負担金の支出について
303,100

財政局 収税課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 市税事務所内収納現金等警備輸送業務委託（長期継続）の実施に係る経費の支出について（H31.1月分）
924,480

財政局 収税課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 Ｗｅｂ口座振替受付サービス業務委託　長期継続（概算契約）に係る経費の負担について（完納）
42,768

財政局 収税課 平成31年03月07日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 Ｗｅｂ口座振替受付サービス業務委託　長期継続（概算契約）に係る経費の負担について（完納）
10,001

財政局 収税課 平成31年03月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 Ｗｅｂ口座振替受付サービス業務委託　長期継続（概算契約）に係る経費の負担について（完納）
10,649

財政局 収税課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 大阪市徴収金口座振替依頼書・自動払込利用申込書兼廃止届書の印刷にかかる経費の支出について（完納）
320,544

財政局 収税課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　手数料 大阪市インターネット公売に係るシステム利用料の支出について（第69回）
78,397

財政局 収税課 平成31年03月08日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 大阪市徴収金口座振替依頼書・自動払込利用申込書兼廃止届書の印刷にかかる経費の支出について（完納）
432,432

財政局 収税課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 返信用封筒（財収045封筒E）ほか1点買入に係る支出について（２回目／全２回）
88,911

財政局 収税課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 収納対策特別チームに係る返信用切手の購入にかかる経費の支出について
16,400

財政局 収税課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 平成30年度市税徴収金収納整理事務に係る印字出力・事後処理業務委託（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（平成31年1月分）
1,379,550

財政局 収税課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　其他委員等旅費 非常勤嘱託職員にかかる市内出張交通費の支出について（2月分）
6,840

財政局 収税課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 督促状区内特別郵便分搬送業務委託経費の支出について（平成30年度　市・府民税（普通徴収）第4期分）
44,640

財政局 収税課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 市債権収納事務用市内出張交通費の支出について（平成３１年２月分）
1,180

財政局 収税課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 市債権回収対策事務用図書「判断に迷ったら読む　自治体の債権管理」の買入経費の支出について
2,916

財政局 収税課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　印刷製本費 Ｗeb口座振替・クレジット収納等勧奨チラシ（固定当初納通同封用）の印刷にかかる経費の支出について（完納）
314,874

財政局 収税課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 徴収事務用書籍「滞調法及び破産手続等と地方税の徴収（補訂）」ほか１点の経費の支出について
10,830

財政局 収税課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 徴収事務用書籍「滞調法及び破産手続等と地方税の徴収（補訂）」ほか１点の経費の支出について
410

財政局 収税課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　手数料 Ｗｅｂ口座振替受付サービスにかかる従量料金の支払いについて（Ｈ31年2月分）
2,070

財政局 収税課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 大阪市税クレジットカード納付に係る収納代行業務委託　長期継続（概算契約）にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
120,126

財政局 収税課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 備品購入費　図書購入費 徴収事務用書籍「国税通則法精解（平成31年改訂）」の経費の支出について
6,800

財政局 収税課 平成31年03月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　手数料 Ｗｅｂ口座振替受付サービスにかかる従量料金の支払いについて（Ｈ31年2月分）
360

財政局 収税課 平成31年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　手数料 Ｗｅｂ口座振替受付サービスにかかる従量料金の支払いについて（Ｈ31年2月分）
360

財政局 収税課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 LGWAN用ICカード読取装置の買入経費の支出について
14,580

財政局 収税課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 市税事務所内収納現金等警備輸送業務委託（長期継続）の実施に係る経費の支出について（H31.2月分）
924,480

財政局 収税課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 大阪市税クレジットカード納付に係る収納代行業務委託　長期継続（概算契約）に係る経費の支出について（平成31年2月分）
88,320

財政局 収税課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 税務部収税課市内出張交通費等の支出について（2月分）
21,612

財政局 収税課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 Ｗｅｂ口座振替受付サービス業務委託　長期継続（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
47,369

財政局 収税課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 Ｗｅｂ口座振替受付サービス業務委託　長期継続（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
13,694

財政局 収税課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 Ｗｅｂ口座振替受付サービス業務委託　長期継続（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
12,269

財政局 課税課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 個人住民税課税事務関係図書「所得税法規集＜平成30年7月1日現在＞」ほか３点買入の経費の支出について
124,092

財政局 課税課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 平成30年度法人市民税・事業所税申告納付依頼状等作成に係る作表等処理業務委託（概算契約）経費の支出について（１月分）
258,891

財政局 課税課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 平成31年度課税分固定資産税・都市計画税（土地・家屋）納税通知書一般用（8P）ほか１点印刷の経費の支出について
3,600,396

財政局 課税課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 住宅用家屋証明申請書（建築後使用家屋）に係る経費の支出について
37,303

財政局 課税課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　印刷製本費 住宅減額適用切れビラ印刷に係る経費の支出について
48,546
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財政局 課税課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 平成30年度軽自動車税申告依頼書等作成に係る事後処理業務委託（概算契約）経費の支出について（最終回）
197,393

財政局 課税課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 備品購入費　図書購入費 個人住民税課税事務関係図書「地方税法総則逐条解説　平成29年発行」買入の経費の支出について
33,000

財政局 課税課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 固定資産税(土地・家屋)に係る料金受取人払用封筒の印刷経費の支出について
75,794

財政局 課税課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 窓口案内（自動音声）システム機器用感熱ロール紙買入の経費の支出について
38,880

財政局 課税課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　広告料 平成30年分確定申告期限周知用ポスターのOsakaMetro及び大阪シティバスへの車内掲出の経費の支出について
459,540

財政局 課税課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　其他委員等旅費 税務部課税課固定資産税グループ用市内出張交通費の支出について（嘱託・２月分）
720

財政局 課税課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 税務部課税課固定資産税グループ用市内出張交通費の支出について（２月経常分）
34,337

財政局 課税課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 平成30年度個人市・府民税税額シミュレーションシステムサービス開発・運用業務委託（長期継続）に係る経費の支出について（平成31年２月分）
21,600

財政局 課税課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 固定資産税（家屋）事務参考雑誌「八次改訂　登録免許税の軽減のための住宅用家屋証明の手引き」買入に係る経費の支出について
16,200

財政局 課税課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 平成31年度市民税・府民税申告書出力及び封入封緘等処理業務委託（概算契約）の経費の支出について
1,845,846

財政局 課税課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 平成30年度評価研究報告書作成業務委託にかかる経費の支出について
318,600

財政局 課税課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 定期処理に係る印字出力・封入封緘等処理業務委託の本番処理検査に係る管外出張旅費の支出について
11,340

財政局 課税課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 固定資産税（家屋）実地調査用かばん買入に係る経費の支出について
48,438

財政局 課税課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 税務部課税課職員の出張交通費（平成31年２月分）の支出について
9,814

財政局 課税課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 軽自動車税「原動機付自転車等標識」買入実施に係る経費の支出について（２回目）
622,080

財政局 課税課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 平成30年度法人市民税申告納付依頼状作成に係る封入封緘等処理業務委託（概算契約）経費の支出について（２月分）
180,795

財政局 課税課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 個人住民税課税事務関係図書「所得税取扱通達集＜平成30年12月25日現在＞」買入の経費の支出について
40,824

財政局 課税課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 平成30年度法人市民税・事業所税申告納付依頼状等作成に係る作表等処理業務委託（概算契約）経費の支出について（２月分）
390,013

財政局 課税課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 平成31年度課税資料等用バインダー買入の経費の支出について
767,426

財政局 課税課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 マイナンバー導入及び特徴指定等に係る課税資料入力等業務委託（平成31年処理分）長期継続（概算契約）に係る経費の支出について（第１回）
10,366,056

財政局 課税課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 マイナンバー導入及び特徴一斉指定に係る課税資料入力等業務委託（平成30年処理分）長期継続（概算契約）の経費の支出について／第３四半期分
753,224

財政局 課税課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 平成30年度個人市民税特別徴収税額通知書出力及び封入封緘等処理業務委託（概算契約）の経費の支出について(平成31年２月分)
343,508

財政局 課税課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 平成30年度固定資産税（土地・家屋）関係業務に係る労働者派遣の経費の支出について（２月分）
978,803

財政局
固定資産評価審査委
員会

平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費
固定資産評価審査委
員会費

旅費　費用弁償 固定資産評価審査委員会委員の交通費の支出について（２月分）
9,800

財政局
梅田市税事務所管理
担当

平成31年03月12日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月分）
8,260

財政局
梅田市税事務所管理
担当

平成31年03月12日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 梅田市税事務所税務事務用切手購入経費の支出について（平成31年3月分）
54,040

財政局
梅田市税事務所管理
担当

平成31年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 「民事執行の実務【第4版】債権執行編(上)」他５冊の書籍買入経費の支出について
15,096

財政局
梅田市税事務所管理
担当

平成31年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 備品購入費　図書購入費 「民事執行の実務【第4版】債権執行編(上)」他５冊の書籍買入経費の支出について
14,904

財政局
梅田市税事務所管理
担当

平成31年03月22日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 「民事執行の実務【第4版】債権執行編(上)」他５冊の書籍買入経費の支出について
3,264

財政局
梅田市税事務所管理
担当

平成31年03月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　其他委員等旅費 梅田市税事務所　非常勤嘱託・再任用職員にかかる市内出張交通費（２月分)の支出について
2,440

財政局
梅田市税事務所管理
担当

平成31年03月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 梅田市税事務所　非常勤嘱託・再任用職員にかかる市内出張交通費（２月分)の支出について
640

財政局
梅田市税事務所管理
担当

平成31年03月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 梅田市税事務所税務事務用レターオープナーほか15点買入経費の支出について
58,924

財政局
梅田市税事務所管理
担当

平成31年03月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 負担金、補助及交付金　分担金 平成30年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る地方庁分担金の支出について（西淀川地区税務協議会）
24,600

財政局
梅田市税事務所管理
担当

平成31年03月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 負担金、補助及交付金　分担金 平成30年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る地方庁分担金の支出について（大淀地区税務協議会）
30,011

財政局
梅田市税事務所管理
担当

平成31年03月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 負担金、補助及交付金　分担金 平成29年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る地方庁分担金の支出について（東淀川地区税務協議会）
97,698

財政局
梅田市税事務所管理
担当

平成31年03月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 負担金、補助及交付金　分担金 平成30年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る地方庁分担金の支出について（北地区税務協議会）
26,873

財政局
梅田市税事務所管理
担当

平成31年03月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 梅田市税事務所総合窓口及び事務室用タイルカーペット買入経費の支出について
1,131,840

財政局
梅田市税事務所管理
担当

平成31年03月27日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 梅田市税事務所電源キュービクル年次点検業務委託に係る経費の支出について
213,840

財政局
京橋市税事務所管理
担当

平成31年03月22日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　其他委員等旅費 京橋市税事務所非常勤嘱託職員等に係る市内出張交通費の支出について（平成３１年２月分）
5,820

財政局
京橋市税事務所管理
担当

平成31年03月22日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 京橋市税事務所非常勤嘱託職員等に係る市内出張交通費の支出について（平成３１年２月分）
620

財政局
京橋市税事務所管理
担当

平成31年03月22日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 平成30年度京橋市税事務所　小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月分）
5,827

財政局
京橋市税事務所管理
担当

平成31年03月22日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 負担金、補助及交付金　分担金 平成30年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る地方公共団体分担金の支出について（城東税務署管内地区税務協議会分）
73,002

財政局
京橋市税事務所管理
担当

平成31年03月22日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 負担金、補助及交付金　分担金 平成30年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る地方公共団体分担金の支出について（旭税務署管内地区税務協議会分）
58,289

財政局
京橋市税事務所管理
担当

平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 税務事務用電話機（京橋市税事務所）買入経費の支出について
86,400

財政局
弁天町市税事務所収
納対策担当

平成31年03月12日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 相続財産管理人の選任の実施に係る収入印紙及び郵便切手購入経費の支出について
2,282

財政局
弁天町市税事務所収
納対策担当

平成31年03月12日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　手数料 相続財産管理人の選任の実施に係る収入印紙及び郵便切手購入経費の支出について
800

財政局
弁天町市税事務所管
理担当

平成31年03月15日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　印刷製本費 弁天町市税事務所に係る小口支払基金繰入金の支出について(平成31年２月分)
120
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財政局
弁天町市税事務所管
理担当

平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 弁天町市税事務所ゴム印ほか24点買入にかかる経費の支出について
34,298

財政局
弁天町市税事務所管
理担当

平成31年03月22日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 弁天町市税事務所にかかる一般事務用郵便切手購入経費の支出について（31年3月追加使用分）
111,340

財政局
弁天町市税事務所管
理担当

平成31年03月22日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 大阪市財政局弁天町市税事務所産業廃棄物搬出処理業務委託経費の支出について
93,960

財政局
弁天町市税事務所管
理担当

平成31年03月22日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 負担金、補助及交付金　分担金 平成30年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る地方公共団体分担金の支出について（港・大正地区）
34,190

財政局
弁天町市税事務所管
理担当

平成31年03月22日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 負担金、補助及交付金　分担金 平成30年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る地方公共団体分担金の支出について（福島・此花地区）
41,883

財政局
弁天町市税事務所管
理担当

平成31年03月22日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 負担金、補助及交付金　分担金 大正区確定申告地区相談会場の使用料に係る分担金の支出について
59,833

財政局
弁天町市税事務所管
理担当

平成31年03月22日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 負担金、補助及交付金　分担金 平成30年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る地方公共団体分担金の支出について（西地区）
33,961

財政局
弁天町市税事務所管
理担当

平成31年03月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　備品修繕料 弁天町市税事務所3階会議室空調室外機修繕経費の支出について
151,200

財政局
弁天町市税事務所管
理担当

平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　其他委員等旅費 弁天町市税事務所にかかる嘱託職員市内出張交通費の支出について（２月分）
8,180

財政局
弁天町市税事務所管
理担当

平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 弁天町市税事務所目隠しテープほか７点買入にかかる経費の支出について
45,159

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成31年03月12日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 なんば市税事務所事務用郵便切手購入代金の支出について（平成31年3月分）
129,000

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成31年03月15日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 なんば市税事務所税務事務用ボイスコール操作器専用中継器買入経費の支出について
6,480

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成31年03月15日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 なんば市税事務所４階及び５階出入口に係る電気錠部品の交換業務に係る経費の支出について
243,000

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 なんば市税事務所税務事務用会議用テーブルほか２点買入経費の支出について
164,700

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 備品購入費　庁用器具費 なんば市税事務所税務事務用会議用テーブルほか２点買入経費の支出について
21,600

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成31年03月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　其他委員等旅費 なんば市税事務所に係る市内出張交通費の支出について（嘱託職員）（平成31年2月分）
6,801

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成31年03月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 なんば市税事務所に係る市内出張交通費の支出について（臨時的任用職員）（平成31年1月分）
320

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成31年03月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 なんば市税事務所に係る市内出張交通費の支出について（再任用職員）（平成31年2月分）
3,441

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成31年03月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 なんば市税事務所に係る市内出張交通費の支出について（臨時的任用職員）（平成31年2月分）
460

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成31年03月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 負担金、補助及交付金　分担金 平成30年度所得税確定申告書等の共同発送業務に係る分担金の支出について（南地区税務協議会分）
22,427

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成31年03月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 負担金、補助及交付金　分担金 平成30年度所得税確定申告書等の共同発送業務に係る分担金の支出について（浪速地区税務協議会分）
19,660

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成31年03月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 負担金、補助及交付金　分担金 平成30年度所得税確定申告書等の共同発送業務に係る分担金の支出について（天王寺地区税務協議会分）
23,929

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成31年03月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 負担金、補助及交付金　分担金 平成30年度所得税確定申告書等の共同発送業務に係る分担金の支出について（生野地区税務協議会分）
38,233

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成31年03月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 負担金、補助及交付金　分担金 平成30年度所得税確定申告書等の共同発送業務に係る分担金の支出について（東成地区税務協議会分）
20,591

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成31年03月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 負担金、補助及交付金　分担金 平成30年度所得税確定申告書等の共同発送業務に係る分担金の支出について（東地区税務協議会分）
20,250

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成31年03月27日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
2,591

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 なんば市税事務所税務事務用スチール書庫棚板買入経費の支出について
17,388

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 なんば市税事務所税務職場環境改善用加湿器買入に係る経費の支出について
179,550

財政局
あべの市税事務所管
理担当

平成31年03月05日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 あべの市税事務所事務用ゴム印３５点の買入経費の支出について
20,790

財政局
あべの市税事務所管
理担当

平成31年03月06日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 滞納処分事務にかかる職員管外出張について
246,800

財政局
あべの市税事務所管
理担当

平成31年03月13日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 あべの市税事務所　小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
19,441

財政局
あべの市税事務所管
理担当

平成31年03月13日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 あべの市税事務所滞納整理事務文書返信用等郵便切手購入経費の支出について（3月分）
181,590

財政局
あべの市税事務所管
理担当

平成31年03月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 負担金、補助及交付金　分担金 平成30年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る分担金の支出について（東住吉・平野地区）
81,215

財政局
あべの市税事務所管
理担当

平成31年03月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 負担金、補助及交付金　分担金 平成30年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る分担金の支出について（西成地区）
24,015

財政局
あべの市税事務所管
理担当

平成31年03月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 負担金、補助及交付金　分担金 平成30年分所得税等確定申告における申告指導会場の借上げに係る地方公共団体分担金の支出について(住吉・住之江地区)
31,016

財政局
あべの市税事務所管
理担当

平成31年03月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 負担金、補助及交付金　分担金 平成30年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る分担金の支出について（阿倍野地区）
34,766

財政局
あべの市税事務所管
理担当

平成31年03月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 負担金、補助及交付金　分担金 平成30年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る分担金の支出について（住吉・住之江地区）
67,279

財政局
あべの市税事務所管
理担当

平成31年03月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 滞納処分事務にかかる職員管外出張について（出張命令変更分）
6,890

財政局
あべの市税事務所管
理担当

平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　其他委員等旅費 あべの市税事務所における再任用、臨時的任用職員、非常勤嘱託職員の市内出張交通費の支出について（2月分）
8,056

財政局
あべの市税事務所管
理担当

平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 あべの市税事務所における再任用、臨時的任用職員、非常勤嘱託職員の市内出張交通費の支出について（2月分）
5,520

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

平成31年03月01日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 資金前渡による市税の還付金にかかる還付加算金３月分の支出について
700,000

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

平成31年03月01日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（９６件）
545,700

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

平成31年03月01日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出６０件）
11,330,100

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

平成31年03月01日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１件）
7,252

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

平成31年03月01日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 資金前渡による市税の還付金３月分の支出について（歳出）
4,900,000

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

平成31年03月04日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（８件）
19,500

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

平成31年03月04日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１件）
66,729
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財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

平成31年03月04日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出９４件）
2,686,100

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

平成31年03月05日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（５件）
10,500

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

平成31年03月05日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割３件）
19,279

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

平成31年03月05日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出３０件）
806,200

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

平成31年03月06日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（５件）
22,800

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

平成31年03月06日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出２３件）
999,800

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

平成31年03月07日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（３２件）
105,000

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

平成31年03月07日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割２件）
59,906

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

平成31年03月07日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１３０件）
48,923,700

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

平成31年03月08日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１５件）
44,000

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

平成31年03月08日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１件）
2,999

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

平成31年03月08日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出７２件）
1,794,700

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

平成31年03月11日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１０件）
17,900

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

平成31年03月11日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割３件）
19,367

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

平成31年03月11日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出４６件）
1,886,200

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

平成31年03月12日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（７件）
11,800

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

平成31年03月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１件）
12,488

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

平成31年03月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出２８件）
770,400

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

平成31年03月13日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（４件）
5,700

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

平成31年03月13日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割２件）
7,799

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

平成31年03月13日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出２６件）
374,000

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

平成31年03月14日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１２件）
39,100

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

平成31年03月14日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出７１件）
1,536,900

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

平成31年03月14日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割３件）
38,870

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

平成31年03月15日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２件）
5,600

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

平成31年03月15日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割単票）
108,290

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

平成31年03月15日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出２７件）
1,241,100

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２件）
2,500

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

平成31年03月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割３件）
50,334

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

平成31年03月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１８件）
363,300

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

平成31年03月19日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１４件）
58,500

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

平成31年03月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割２件）
72,010

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

平成31年03月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出３３件）
1,497,500

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

平成31年03月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（６件）
16,800

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

平成31年03月20日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出２４件）
509,400

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

平成31年03月20日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１件）
840

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

平成31年03月22日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１０件）
28,900

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

平成31年03月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出６１件）
1,656,500

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

平成31年03月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割２件）
143,496

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

平成31年03月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１０件）
54,000

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

平成31年03月25日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出７５件）
2,786,900

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

平成31年03月25日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１件）
1,758

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

平成31年03月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（９件）
20,300

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

平成31年03月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１２２件）
10,635,300

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

平成31年03月27日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２件）
11,500

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

平成31年03月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１９５件）
703,600

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１件）
7,400
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財政局
船場法人市税事務所
管理担当

平成31年03月05日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所における返信用・料金不足用切手代の支出について（３月分）
91,400

財政局
船場法人市税事務所
管理担当

平成31年03月08日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 船場法人市税事務所産業廃棄物搬出処理業務委託経費の支出について
81,000

財政局
船場法人市税事務所
管理担当

平成31年03月15日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,820

財政局
船場法人市税事務所
管理担当

平成31年03月19日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　其他委員等旅費 船場法人市税事務所非常勤嘱託職員にかかる市内出張交通費の支出について（2月分）
1,440

財政局
船場法人市税事務所
管理担当

平成31年03月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 平成30年度～平成31年度　船場法人市税事務所における収納管理業務に係る労働者派遣（長期継続）経費の支出について（平成31年2月分）
615,304

財政局
船場法人市税事務所
管理担当

平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 船場法人市税事務所税務事務用壁掛時計ほか２点買入経費の支出について
93,420

財政局
船場法人市税事務所
管理担当

平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 船場法人市税事務所防災用電動エアーベッド買入経費の支出について
32,400

財政局
船場法人市税事務所
管理担当

平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
3,044

財政局
船場法人市税事務所
管理担当

平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 船場法人市税事務所税務事務用蛍光灯ほか１点買入経費の支出について
38,610

財政局
船場法人市税事務所
管理担当

平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　光熱水費 船場法人市税事務所にかかる臨時管理費（昇降機使用料金及び通路照明使用料金）の支出について（平成31年2月分）
3,600

都市計画局 都市計画課 平成31年03月07日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 都市景観委員会用 第22回都市景観形成推進協議会委員会への出席に係る出張旅費の支出について（平成31年1月31日～2月1日出張分）
45,940

都市計画局 都市計画課 平成31年03月08日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 報酬　其他委員等報酬 大阪市都市景観委員会「第6回景観形成推進方策検討部会」の開催に係る委員報酬及び交通費の支出について（４名分）
78,000

都市計画局 都市計画課 平成31年03月08日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　費用弁償 大阪市都市景観委員会「第6回景観形成推進方策検討部会」の開催に係る委員報酬及び交通費の支出について（４名分）
2,520

都市計画局 都市計画課 平成31年03月08日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費
都市計画決定事務「都市の多様性とイノベーションの創出に関する懇談会」出席及び経済産業省、内閣府との打合せに係る出張について（平成31年2月18日、19
日出張分） 37,730

都市計画局 都市計画課 平成31年03月13日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 負担金、補助及交付金　分担金 都市計画広報連絡事務用　平成30年度国際都市計画交流組織（ＩＮＥＸ）推進協議会の負担金の支出について
450,000

都市計画局 都市計画課 平成31年03月15日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 都市計画決定事務用等　平成31年1月分市内出張等旅費の支出について
7,515

都市計画局 都市計画課 平成31年03月15日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費
都市計画決定事務用　「都市の多様性とイノベーションの創出に関する懇談会」出席及び経済産業省、内閣府との打合せに係る出張旅費の支出について（2月18
日、19日） 37,540

都市計画局 都市計画課 平成31年03月15日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 都市計画広報連絡事務用　第３２回全国駐車場政策担当者会議出席に係る出張費の支出について（平成３１年２月１日出張）
29,240

都市計画局 都市計画課 平成31年03月15日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 都市計画決定事務用等　平成31年1月分市内出張等旅費の支出について
15,374

都市計画局 都市計画課 平成31年03月15日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 都市計画決定事務用等　平成31年1月分市内出張等旅費の支出について
1,292

都市計画局 都市計画課 平成31年03月20日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　食糧費 都市計画審議会事務用　平成30年度第３回大阪市都市計画審議会に係る食糧費の支出について（２３名分）
2,300

都市計画局 都市計画課 平成31年03月20日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　筆耕翻訳料 大阪市都市計画審議会事務用　平成30年度第３回大阪市都市計画局会議録調製業務にかかる経費の支出について
24,840

都市計画局 都市計画課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 都市計画広報連絡事務用 平成30年度国際都市計画交流組織（INEX）推進協議会　実務担当者会議出席に係る出張旅費の支出について（３/７）
28,900

都市計画局 都市計画課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 国土利用計画法関係事務　都道府県地価調査担当者会議出席に係る東京都管外出張旅費の支出について（３/５）
29,240

都市計画局 都市計画課 平成31年03月25日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 報酬　其他委員等報酬 都市景観委員会事務用　大阪市都市景観委員会「第25回都市景観資源検討部会」に係る委員報酬及び交通費の支出について（３名分）
58,500

都市計画局 都市計画課 平成31年03月25日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　費用弁償 都市景観委員会事務用　大阪市都市景観委員会「第25回都市景観資源検討部会」に係る委員報酬及び交通費の支出について（３名分）
2,050

都市計画局 都市計画課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 報酬　其他委員等報酬 都市計画審議会事務用　平成30年度第２回大阪市都市計画審議会に係る委員報酬及び費用弁償の支出について
526,500

都市計画局 都市計画課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 報酬　其他委員等報酬 都市計画審議会事務用　平成30年度第１回大阪市都市計画審議会に係る委員報酬及び費用弁償の支出について
448,500

都市計画局 都市計画課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　費用弁償 都市計画審議会事務用　平成30年度第２回大阪市都市計画審議会に係る委員報酬及び費用弁償の支出について
12,430

都市計画局 都市計画課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　費用弁償 都市計画審議会事務用　平成30年度第１回大阪市都市計画審議会に係る委員報酬及び費用弁償の支出について
8,410

都市計画局 都市計画課 平成31年03月28日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 報酬　其他委員等報酬 都市景観委員会用　大阪市都市景観委員会「第6回デザイン部会」に係る委員報酬及び交通費の支出について（３名分）
58,500

都市計画局 都市計画課 平成31年03月28日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　費用弁償 都市景観委員会用　大阪市都市景観委員会「第6回デザイン部会」に係る委員報酬及び交通費の支出について（３名分）
3,520

都市計画局 都市計画課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　食糧費 都市景観委員会用　第56回大阪市都市景観委員会にかかる食糧費の支出について（10名分）
1,000

都市計画局 都市計画課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 負担金、補助及交付金　国直轄事業費負担金 平成３０年度国直轄事業費負担金（道路事業 道路交通円滑化改築（国道１号））の支払について
83,333,333

都市計画局 交通政策課 平成31年03月11日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 総合交通対策関係事務用なにわ筋線事業に関する国土交通省協議にかかる出張旅費の支出について（平成３１年２月２２日分）
28,580

都市計画局 交通政策課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 総合交通対策関係事務用北陸新幹線整備ＰＴ（第２回）に関する国会議員説明にかかる出張旅費の支出について（平成３１年２月２８日分）
28,840

都市計画局 交通政策課 平成31年03月25日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 総合交通対策関係事務用市内等出張交通費の支出について（平成３１年１月分）
11,266

都市計画局 交通政策課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 総合交通対策関係事務用なにわ筋線事業に関する国会議員説明及び国土交通省協議にかかる出張旅費の支出について（平成３１年３月８日分）
28,580

都市計画局 交通政策課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　消耗品費 総合交通対策関係事務用「平成３０年度版鉄道要覧」外４冊書籍買入費の支出について
17,172

都市計画局 交通政策課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 委託料　委託料 めいわく駐車防止条例による啓発活動用 駐車場一覧表作成業務委託経費の支出について
896,400

都市計画局 交通政策課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 鉄道整備協力費 貸付金　貸付金 大阪外環状線整備事業用　貸付金の支出について(新駅）
8,608,660

都市計画局 交通政策課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 鉄道整備協力費 貸付金　貸付金 大阪外環状線整備事業用　貸付金の支出について(平成29年度繰越分）
1,036,200,000

都市計画局 交通政策課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 鉄道整備協力費 貸付金　貸付金 大阪外環状線整備事業用　貸付金の支出について(平成30年度分）
1,294,100,000

都市計画局 総務担当 平成31年03月08日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 一般事務用等　市内及び近接地出張旅費の支出について（１月分）
3,921

都市計画局 総務担当 平成31年03月08日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 一般事務用等　市内及び近接地出張旅費の支出について（１月分）
5,448

都市計画局 総務担当 平成31年03月13日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（１月分）
217,625

都市計画局 総務担当 平成31年03月15日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
15,816
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都市計画局 総務担当 平成31年03月15日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,020

都市計画局 総務担当 平成31年03月28日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 一般事務用等郵便料金の支出について（２月分）
3,882

都市計画局 総務担当 平成31年03月28日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　通信運搬費 一般事務用等郵便料金の支出について（２月分）
17,169

都市計画局 総務担当 平成31年03月28日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　LGWAN接続系利用パソコン等機器（都市計画局）一式長期借入に伴う経費の支出について（２月分）
29,279

都市計画局 総務担当 平成31年03月28日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成28年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市計画局）一式　長期借入（追加分）に伴う経費の支出について（２月分）
324,929

都市計画局 総務担当 平成31年03月28日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成28年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市計画局）一式　長期借入に伴う経費の支出について（２月分）
37,564

都市計画局 総務担当 平成31年03月28日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 開発許可関係事務用　大判インクジェットプリンタ（A0サイズ対応）の長期借入[リース契約]に伴う経費の支出について（２月分）
14,256

都市計画局 総務担当 平成31年03月28日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成26年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市計画局）一式　長期借入に伴う経費の支出について（２月分）
61,314

都市計画局 総務担当 平成31年03月28日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　ファクシミリ（リコー　ＲＩＦＡＸ　ＭＬ４６００）の借入について（２月分）
4,590

都市計画局 総務担当 平成31年03月28日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市計画局）一式　長期借入に伴う経費の支出について（２月分）
134,805

都市計画局 総務担当 平成31年03月28日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 役務費　通信運搬費 一般事務用等郵便料金の支出について（２月分）
45,272

都市計画局 総務担当 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 都市計画行政支援システム事務用　地形図管理基本システム及び都市計画窓口システム用機器一式長期借入の実施経費の支出について（２月分）
156,600

都市計画局 統計調査担当 平成31年03月05日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計解析事務用管外出張旅費の支出について（平成30年度県民経済計算担当者研究会議　2/1　東京都）
28,570

都市計画局 統計調査担当 平成31年03月08日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 需用費　消耗品費 統計整備用　ＰＤＦ編集ソフトウェア購入経費の支出について
171,936

都市計画局 統計調査担当 平成31年03月12日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用管外出張旅費の支出について（都道府県等統計主管課(部)長会議　2/8　東京都）
28,968

都市計画局 統計調査担当 平成31年03月13日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計解析事務用管外出張旅費の支出について（産業連関表近畿ブロック勉強会　2/12　滋賀県）
2,040

都市計画局 統計調査担当 平成31年03月18日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 旅費　普通旅費 平成32年国勢調査第2次試験調査事務用　管外出張旅費の支出について（国勢統計実務検討会　2/15　東京都）
58,496

都市計画局 統計調査担当 平成31年03月22日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用等　市内等出張交通費の支出について（平成31年1月分）
360

都市計画局 統計調査担当 平成31年03月22日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用等　市内等出張交通費の支出について（平成31年1月分）
560

都市計画局 統計調査担当 平成31年03月22日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用等　市内等出張交通費の支出について（平成31年1月分）
2,082

都市計画局 統計調査担当 平成31年03月22日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用等　市内等出張交通費の支出について（平成31年1月分）
1,171

都市計画局 統計調査担当 平成31年03月22日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 報償費　報償金
第2回大阪市統合型ＧＩＳ再構築・運用保守業務の委託（長期継続契約）に係る総合評価一般競争入札検討会議(2月21日)の開催経費（報償金）の支出について
（２名分） 33,820

都市計画局 統計調査担当 平成31年03月22日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用等　市内等出張交通費の支出について（平成31年1月分）
2,415

都市計画局 統計調査担当 平成31年03月25日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 需用費　印刷製本費 統計調査員確保対策事業用　大阪市登録調査員募集チラシの印刷発行経費の支出について（各区及び大学等配布用）
32,400

都市計画局 統計調査担当 平成31年03月26日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 需用費　消耗品費 統計解析事務用 統計資料室市民閲覧用図書８冊の購入経費の支出について
18,441

都市計画局 統計調査担当 平成31年03月27日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 使用料及賃借料　使用料 統計整備用　統計資料室管理用端末機種更新に伴う機器一式長期借入経費の支出について（２月分）
10,476

都市計画局 統計調査担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用等　市内等出張交通費の支出について（平成31年2月分）
1,568

都市計画局 統計調査担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用等　市内等出張交通費の支出について（平成31年2月分）
414

都市計画局 統計調査担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用等　市内等出張交通費の支出について（平成31年2月分）
414

都市計画局 統計調査担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用等　市内等出張交通費の支出について（平成31年2月分）
504

都市計画局 統計調査担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用等　市内等出張交通費の支出について（平成31年2月分）
150

都市計画局 統計調査担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 統計調査員確保対策事務用　大阪市登録調査員登録期間満了に伴う登録申請書の郵送提出にかかる郵便受取人払後納費用の支出について（２月分）
3,589

都市計画局 統計調査担当 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用等　市内等出張交通費の支出について（平成31年2月分）
1,404

都市計画局 統計調査担当 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 委託料　委託料 大阪市統合型ＧＩＳ運用促進事業用　統合型GIS（市民向けGIS）サービス提供業務委託(長期継続契約)経費の支出について（平成31年2月分）
172,800

都市計画局 統計調査担当 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 大阪市統合型ＧＩＳ運用促進事業用 統合型地理情報システム機種更新に伴うソフトウェア長期借入にかかる使用料の支出について（平成31年2月分）
322,920

都市計画局 統計調査担当 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料
大阪市統合型ＧＩＳ運用促進事業用 統合型地理情報システム機種更新に伴うサーバ機器及び周辺装置長期借入に係る使用料の支出について（平成31年2月
分） 619,056

都市計画局 うめきた整備担当 平成31年03月08日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 うめきた関係事務用　うめきた２期区域の開発に関する打合せに伴う出張旅費の支出について（２月６日）
57,680

都市計画局 うめきた整備担当 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 うめきた関係事務用　都市の多様性とイノベーションの創出に関する懇談会への出席等に伴う出張旅費の支出について（３月４日～３月５日）
38,120

都市計画局 うめきた整備担当 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 うめきた関係事務用　都市の多様性とイノベーションの創出に関する懇談会への出席等に伴う出張旅費の支出について（３月１２日）
29,240

都市計画局 開発計画課 平成31年03月01日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 負担金、補助及交付金　分担金 開発事業用地管理費用　平成30年度JR関西本線地下化事業にかかる負担金の支出について（下半期分）
289,653,000

都市計画局 開発計画課 平成31年03月05日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　通信運搬費 淀屋橋アイ・スポット用電話料金及びインターネットプロバイダ料金等の支出について（平成３１年１月分）
7,668

都市計画局 開発計画課 平成31年03月05日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　手数料 淀屋橋アイ・スポット用電話料金及びインターネットプロバイダ料金等の支出について（平成３１年１月分）
162

都市計画局 開発計画課 平成31年03月08日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 報償費　報償金
開発事業用地管理費用　「中之島４丁目用地における未来医療国際拠点整備・運営事業に関する開発事業者募集プロポーザル」に係る選定会議（第２回）報償
金の支出について 79,020

都市計画局 開発計画課 平成31年03月08日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　筆耕翻訳料 都市開発プロモーション事業用　MIPIM(都市開発に関する国際見本市）2019（Cannes）参加に伴うフランス共和国での通訳経費の支出について
264,000

都市計画局 開発計画課 平成31年03月14日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画事務用市内出張交通費の支出について（平成３１年１月分）夢咲
1,840

都市計画局 開発計画課 平成31年03月20日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　通信運搬費 開発計画関係事務用大阪府咲洲庁舎にかかる電話料金の支出について（１月分）
22,341

都市計画局 開発計画課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　手数料 開発事業用地管理費用　土地境界確定協議書締結に伴う印鑑登録証明手数料の支出について
450
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都市計画局 開発計画課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画事務用市内出張交通費の支出について（平成３１年２月分）夢咲
1,280

都市計画局 開発計画課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画事務用等市内出張交通費の支出について（平成３１年１月分）
5,470

都市計画局 開発計画課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画事務用等市内出張交通費の支出について（平成３１年１月分）
15,870

都市計画局 開発計画課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　光熱水費 淀屋橋アイ・スポット用電気使用料の支出について（平成３１年２月分）
18,001

都市計画局 開発計画課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　通信運搬費 開発計画関係事務用大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供（咲洲庁舎）費用の支出について（２月分）
5,130

都市計画局 開発計画課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　手数料 開発事業用地管理費用　土地境界確定協議書締結に伴う印鑑登録証明手数料の支出について（此花区伝法五丁目63番７、63番８、63番10）
900

都市計画局 開発計画課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　手数料 開発事業用地管理費用　土地境界確定協議書締結に伴う印鑑登録証明手数料の支出について（此花区伝法五丁目59番２、61番８）
600

都市計画局 開発計画課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 開発計画関係事務用ファクシミリ借入にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
4,590

都市計画局 開発計画課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 負担金、補助及交付金　分担金 淀屋橋アイ・スポット用管理費（分担金）の支出について（平成３１年３月分）
201,029

都市計画局 開発誘導課 平成31年03月06日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発許可関係事務用　市内出張交通費等の支出について（１月分）
4,063

都市計画局 開発誘導課 平成31年03月12日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 まちづくり活動支援事業及び御堂筋沿道開発関係事務用　市内等出張交通費の支出について（平成31年1月分）
4,718

都市計画局 開発誘導課 平成31年03月12日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 まちづくり活動支援事業及び御堂筋沿道開発関係事務用　市内等出張交通費の支出について（平成31年1月分）
2,060

都市計画局 開発誘導課 平成31年03月20日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 エリアマネジメント活動支援事業用　管外出張旅費の支出について（3月4日～5日　京都市・大阪市）
29,720

都市計画局 開発誘導課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発許可関係事務用　市内出張交通費等の支出について（２月分）
5,341

都市計画局 開発誘導課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 報償費　報償金 御堂筋沿道開発関係事務用　平成３０年度第４回御堂筋デザイン会議の委員報償金の支払いについて（3月4日実施/3名分）
51,330

都市計画局 開発誘導課 平成31年03月28日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 まちづくり活動支援事業及び御堂筋沿道開発関係事務用　市内出張等の旅費の支出について（平成31年２月分）
3,078

都市計画局 開発誘導課 平成31年03月28日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 まちづくり活動支援事業及び御堂筋沿道開発関係事務用　市内出張等の旅費の支出について（平成31年２月分）
6,310

都市計画局 開発誘導課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 報酬　其他委員等報酬 開発許可関係事務用　第49回大阪市開発審査会開催に係る委員報酬及び交通費の支出について（２/１８開催分、６名分）
97,500

都市計画局 開発誘導課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　費用弁償 開発許可関係事務用　第49回大阪市開発審査会開催に係る委員報酬及び交通費の支出について（２/１８開催分、６名分）
2,700

都市計画局 建築企画課 平成31年03月01日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 役務費　通信運搬費 建築基準行政事務用　切手の購入にかかる経費の支出について
8,750

都市計画局 建築企画課 平成31年03月05日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築基準行政事務用　平成３０年度建築計画概要書の閲覧等の申請にかかる窓口業務労働者派遣事業（概算契約）の経費の支出について（１月分）
109,563

都市計画局 建築企画課 平成31年03月06日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 旅費　普通旅費 建築基準行政事務用　市内・近接地出張交通費（１２月分）の支出について
73,775

都市計画局 建築企画課 平成31年03月06日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 需用費　食糧費 建築審査会事務用食糧費（大阪市建築審査会２月定例会）の支出について（７名分）
700

都市計画局 建築企画課 平成31年03月07日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　平成３０年度国土交通大学研修にかかる研修テキスト代の支出について（建築指導研修）
29,734

都市計画局 建築企画課 平成31年03月07日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　平成３０年度国土交通大学研修にかかる研修テキスト代の支出について（昇降機等安全管理研修）
16,809

都市計画局 建築企画課 平成31年03月07日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 負担金、補助及交付金　会費 建築基準行政事務用　「建築紛争における法的措置とその対応策2019」講習参加にかかる受講料の支出について（２/１２）
4,000

都市計画局 建築企画課 平成31年03月08日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 報酬　其他委員等報酬 大阪市空家等対策協議会（第6回専門部会）の同経費の支出について（4名分）
66,000

都市計画局 建築企画課 平成31年03月08日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 報酬　其他委員等報酬 建築審査会事務用　大阪市建築審査会（２月定例会）にかかる委員報酬及び費用弁償の支出について
122,000

都市計画局 建築企画課 平成31年03月08日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 旅費　費用弁償 大阪市空家等対策協議会（第6回専門部会）の同経費の支出について（4名分）
2,300

都市計画局 建築企画課 平成31年03月08日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 旅費　費用弁償 建築審査会事務用　大阪市建築審査会（２月定例会）にかかる委員報酬及び費用弁償の支出について
6,730

都市計画局 建築企画課 平成31年03月08日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　コピー代金及び関連消耗品代（1月1日～1月31日分）の支出について
53,987

都市計画局 建築企画課 平成31年03月13日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 使用料及賃借料　使用料 建築基準行政事務　複写電送装置（モノクロファクシミリ）長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
4,860

都市計画局 建築企画課 平成31年03月20日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 報酬　其他委員等報酬 建築審査会事務用「平成３０年度大阪府内建築審査会協議会意見交換会」出席にかかる委員報酬の支出について（２/１８）
24,500

都市計画局 建築企画課 平成31年03月20日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 旅費　普通旅費 建築基準行政事務用 「平成３０年度　近畿建築行政会議総則部会（第４回）」出席にかかる出張旅費の支出について（３/１）
2,150

都市計画局 建築企画課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 役務費　筆耕翻訳料 大阪市空家等対策協議会（第６回専門部会）会議録調製業務にかかる同経費の支出について
32,400

都市計画局 建築企画課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築基準行政事務用 平成30年度　建築計画概要書等の写しの交付等業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
190,998

都市計画局 建築企画課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　建築関係ＪＩＳ要覧　外２４点　概算買入経費の支出について（２月分）
67,782

都市計画局 建築企画課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 旅費　普通旅費 建築基準行政事務用　市内・近接地出張交通費（１月分）の支出について
55,636

都市計画局 建築企画課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築行政事務用　平成３０年度建築計画概要書の閲覧等の申請にかかる窓口業務労働者派遣事業（概算契約）の経費の支出について（２月分）
109,563

都市計画局 建築確認課 平成31年03月25日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 使用料及賃借料　使用料 建築基準行政事務用　平成29年度　建築行政支援システム機種更新に係る機器及び庁内情報利用パソコン等一式　長期借入料（２月分）の支出について
97,416

都市計画局 建築確認課 平成31年03月25日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 使用料及賃借料　使用料 建築基準行政事務用　市民用建築情報検索システムの構築に係る機器等一式　長期借入料（２月分）の支出について
64,800

都市計画局 建築確認課 平成31年03月26日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築基準行政事務用　建築行政共用データベースシステム（総合管理センター環境）利用に係る業務委託料（２月分）の支出について
238,140

都市計画局 建築確認課 平成31年03月28日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築基準行政事務用　平成３０年度大阪市建築行政支援システム建築台帳整備に係るデータ入力業務委託（２月分）の支出について
577,895

都市計画局 監察課 平成31年03月01日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 負担金、補助及交付金　補助金 民間建築物アスベスト除去等支援事業用　平成30年度大阪市民間建築物吹付けアスベスト除去等補助制度補助金の支出について
1,000,000

都市計画局 監察課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 旅費　其他委員等旅費 違反建築物対策等支援業務用　市内出張交通費（２月分）の支出について
2,340

都市計画局 監察課 平成31年03月26日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 負担金、補助及交付金　補助金 民間建築物アスベスト除去等支援事業用　平成30年度大阪市民間建築物吹付けアスベスト除去等補助制度補助金の支出について
908,000

福祉局 総務課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　平成31年1月分コピー代金の支出について（ゼロックス3台分）
92,668
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福祉局 総務課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　平成31年1月分コピー代金の支出について（コニカミノルタ9台分）
289,818

福祉局 総務課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 （19）一般事務用　平成28年度複写電送装置「ファクシミリ・地域福祉課」の長期借入にかかる経費の支出について（平成３１年１月分）
3,888

福祉局 総務課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 福祉局業務用　市内出張交通費の支出について（平成３０年１０月～１１月）
11,154

福祉局 総務課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　キングジム　テプラ  ほか４点の買入にかかる経費の支出について
12,301

福祉局 総務課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑮　一般事務用　平成26年度複写電送装置（ファクシミリ・自立支援課緊急入院保護グループ分）の長期借入にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
7,344

福祉局 総務課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成30年度福祉局文書等逓送業務委託に係る経費の支出について（平成31年2月分）
100,193

福祉局 総務課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 （14）一般事務用　平成２９年度デジタル印刷機長期借入（総務部）にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
9,900

福祉局 総務課 平成31年03月19日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 平成30年度福祉局文書等逓送業務委託に係る経費の支出について（平成31年2月分）
140,269

福祉局 総務課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 平成31年度「福祉貸付事業行政担当者説明会」への出席にかかる旅費経費の支出について
29,130

福祉局 総務課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉局船場分室用　ＦＡＸ用トナーの買入れ経費の支出について
35,840

福祉局 総務課 平成31年03月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 福祉局船場分室用　ＦＡＸ用トナーの買入れ経費の支出について
45,030

福祉局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 事務用椅子（肘付）外１点買入にかかる経費の支出について
2,017,440

福祉局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用　逓送未配達事業所への郵送経費の支出について（弘済院・平成31年2月分）
2,165

福祉局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 福祉局産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託の経費の支出について
86,400

福祉局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑪　一般事務用　庁内情報利用パソコン（平成26年10月導入）の長期借入にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
44,582

福祉局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 （６）一般事務用　庁内情報利用パソコン（平成29年3月導入）の長期借入にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
184,255

福祉局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 （13）一般事務用視覚障がい者用パソコン等機器の長期借入にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
64,584

福祉局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑫　一般事務用　庁内情報利用パソコン（平成27年3月導入）の長期借入にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
716,644

福祉局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 （9）一般事務用　庁内情報利用パソコン（平成30年3月導入）の長期借入にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
629,697

福祉局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器の長期借入にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
34,883

福祉局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑦一般事務用　庁内情報利用パソコン〔平成29年3月導入分（２）〕の長期借入にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
334,859

福祉局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 （８）一般事務用庁内情報利用プリンタ等機器（平成29年３月導入分）の長期借入にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
12,366

福祉局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 （23）一般事務用　庁内情報利用パソコン（平成28年4月導入）の長期借入（保護課・介護保険課（船場分室））にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
38,880

福祉局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 （５）一般事務用　庁内情報利用パソコン（平成28年3月導入）の長期借入にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
233,431

福祉局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続端末等）の長期借入にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
8,909

福祉局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続端末等）の長期借入にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
854

福祉局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続端末等）の長期借入にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
6,834

福祉局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続端末等）の長期借入にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
3,417

福祉局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続端末等）の長期借入にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
854

福祉局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続端末等）の長期借入にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
1,708

福祉局 総務課 平成31年03月22日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続端末等）の長期借入にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
4,454

福祉局 総務課 平成31年03月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続端末等）の長期借入にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
4,455

福祉局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 船場分室庁舎管理用　電気使用料の支出について（１月分）
23,702

福祉局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 福祉局職員東京赴任公舎における日常生活用品借入契約にかかる経費の支出について（２月分）
7,380

福祉局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 負担金、補助及交付金　分担金 船場分室庁舎管理用　船場センタービル管理費及び修繕積立金の支出について（平成３１年３月分）
725,992

福祉局 総務課 平成31年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 船場分室庁舎管理用　電気使用料の支出について（１月分）
29,780

福祉局 総務課 平成31年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 船場分室庁舎管理用　船場センタービル管理費及び修繕積立金の支出について（平成３１年３月分）
912,150

福祉局 総務課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 平成31年度厚生労働省研修生派遣のための連絡調整にかかる管外出張及び同所要経費の支出について
59,450

福祉局 総務課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 （19）一般事務用　平成28年度複写電送装置「ファクシミリ・地域福祉課」の長期借入にかかる支出について（平成31年2月分）
3,888

福祉局 総務課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　マイク（有線）  ほか　6点の買入にかかる経費の支出について
31,534

福祉局 総務課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成31年度　福祉局職員東京赴任公舎賃貸借契約にかかる経費の支出について（更新料および４月賃料）
206,000

福祉局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 総務課法人監理グループ事務用　市内出張交通費に係る支出について（平成３０年１０月～平成３１年１月分）
97,633

福祉局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 人事・勤務条件グループ事務用出張旅費（１１～２月分）の支出について
4,985

福祉局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 福祉局業務用　市内出張交通費の支出について（平成３０年１２月～平成３１年２月）
11,895

福祉局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉局船場分室用　平成３１年２月分コピー代金の支出について（２台分）
25,316

福祉局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 法人監理グループにおける後納郵便料金の支出について（２月分）
10,211

福祉局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 監査事務用　タブレット端末運用経費の支出について（通信費　平成３１年２月分）
7,996
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福祉局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 福祉局船場分室電話料金（３回線）の支出について（平成３１年２月分）
39,580

福祉局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 福祉局船場分室庁内情報ネットワークにおける通信使用料等の支出について（平成３１年２月分）
3,590

福祉局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成30年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
1,901

福祉局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料
⑰　一般事務用　平成27年度複写電送装置（ファックス機）長期借入　（総務部、生活福祉部、高齢者施策部、障がい者施策部）にかかる経費の支出について（平
成31年2月 10,908

福祉局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 （18）複写電送装置（ファクシミリ）「リハセン・福祉システム課」にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
5,508

福祉局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 船場分室の複写電送装置（ファクシミリ）長期借入経費の支出について（平成３１年２月分）
3,566

福祉局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 監査事務用　ＩＣＴ利用に伴うマジックコネクト利用にかかる経費の支出について（２月分）
1,706

福祉局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成30年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
7,424

福祉局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成30年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
126

福祉局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 平成30年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
9,027

福祉局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 平成30年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
2,333

福祉局 総務課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 福祉局船場分室用　平成３１年２月分コピー代金の支出について（２台分）
31,807

福祉局 総務課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 福祉局船場分室電話料金（３回線）の支出について（平成３１年２月分）
49,729

福祉局 総務課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 福祉局船場分室庁内情報ネットワークにおける通信使用料等の支出について（平成３１年２月分）
4,510

福祉局 総務課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 船場分室の複写電送装置（ファクシミリ）長期借入経費の支出について（平成３１年２月分）
4,480

福祉局 総務課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成30年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
905

福祉局 経理・企画課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 負担金、補助及交付金　分担金 平成30年度　もと大阪ボランティア協会事務室管理業務経費の支出について（同心保育園担当分）
102,555

福祉局 経理・企画課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 経理・調達グループ、企画グループ市内出張旅費の支出について（１月分）
1,620

福祉局 経理・企画課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 経理・調達グループ、企画グループ市内出張旅費の支出について（１月分）
327

福祉局 経理・企画課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 管財グループ業務用市内出張旅費の支出について（１月分）
21,796

福祉局 経理・企画課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 経理・調達グループ、企画グループ市内出張旅費の支出について（１月分）
1,170

福祉局 経理・企画課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成３０年度福祉局後納郵便料金の一括支払について（２月分）
947,710

福祉局 経理・企画課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成３０年度もと夕凪寮機械警備業務委託に係る経費の支出について（２月分）
16,200

福祉局 経理・企画課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 負担金、補助及交付金　分担金 平成30年度　もと大阪ボランティア協会事務室管理業務経費の支出について（北区北老人福祉センター担当分）
43,270

福祉局 経理・企画課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成30年度福祉局所管施設アスベスト含有分析調査業務委託委託の実施及び所要経費の支出について
392,040

福祉局 経理・企画課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 施設管理用港区老人福祉センターの電気代の支出について（２月分）
66,222

福祉局 経理・企画課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 管財グループ業務用市内出張旅費の支出について（２月分）
29,329

福祉局 経理・企画課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 経理・調達グループ市内出張旅費の支出について（２月分）
1,463

福祉局 経理・企画課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　食糧費 平成30年度福祉局小口支払基金の繰入について（平成31年2月分）
7,138

福祉局 経理・企画課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成30年度福祉局小口支払基金の繰入について（平成31年2月分）
41,580

福祉局 経理・企画課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 もと平和湯及び北津守診療所にかかる土地利用履歴調査業務委託の実施及び同経費の支出について
318,816

福祉局 経理・企画課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 負担金、補助及交付金　分担金 臨時福祉給付金支給事務用　もと認定事務センターエレベータ及び自動扉保守点検料の維持管理協定書による経費の支出について
193,502

福祉局 経理・企画課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 アーバンヒル上町大規模修繕に伴う修繕積立金（平成30年度分）の支出について
2,984,000

福祉局 経理・企画課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 もと平和湯及び北津守診療所にかかる土地利用履歴調査業務委託の実施及び同経費の支出について
167,184

福祉局 経理・企画課 平成31年03月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２７年度及び平成２８年度の臨時福祉給付金に係る還付金の発生に伴う国庫納付について
12,000

福祉局 地域福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（地域福祉課（企画グループ））の支出について（１０月分）
2,041

福祉局 地域福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（地域福祉課（企画グループ））の支出について（１０月分）
23,261

福祉局 地域福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（地域福祉課（企画グループ））の支出について（８月分）
1,706

福祉局 地域福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（地域福祉課（企画グループ））の支出について（８月分）
29,898

福祉局 地域福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 地域福祉課一般事務用ダブルクリップ（豆）外３点の購入及び同経費の支出について
6,534

福祉局 地域福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 民生委員・児童委員活動記録集計表の作成経費の支出について
43,923

福祉局 地域福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 Adobe Acrobat Standard 2017の買入にかかる経費の支出について
88,992

福祉局 地域福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　印刷製本費 平成30年度障がい者・高齢者虐待防止対応マニュアル概要版の作成経費の支出について
96,120

福祉局 地域福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 成年後見制度に係る大阪市長による審判の請求に関する親族関係図等作成業務（単価契約）委託経費の支出について（障がい：城東区）
41,444

福祉局 地域福祉課 平成31年03月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

需用費　印刷製本費 平成30年度障がい者・高齢者虐待防止対応マニュアル概要版の作成経費の支出について
119,664

福祉局 地域福祉課 平成31年03月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

委託料　委託料 成年後見制度に係る大阪市長による審判の請求に関する親族関係図等作成業務（単価契約）（高齢：城東区）
76,784

福祉局 地域福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 相談支援グループ　市内出張旅費の支出について（平成31年1月分）
6,938
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福祉局 地域福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　備品修繕料 庁内情報利用パソコン修理の請負にかかる所要経費の支出について
135,388

福祉局 地域福祉課 平成31年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 高齢者虐待防止にかかる緊急連絡携帯電話料金の支出について（31年2月分）
1,010

福祉局 地域福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報償費　報償金 「総合的な相談支援体制の充実」事業にかかる報償金の支出について（平成31年１月分）
185,170

福祉局 地域福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　印刷製本費 みおつくし福祉・介護の仕事きらめき大賞に係る募集リーフレットの作成について
51,840

福祉局 地域福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（地域福祉課（企画グループ））の支出について（１１月分）
24,031

福祉局 地域福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（地域福祉課（企画グループ））の支出について（１１月分）
3,402

福祉局 地域福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（地域福祉課（企画グループ））の支出について（１２月分）
2,699

福祉局 地域福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 相談支援グループ　市内出張旅費の支出について（平成31年2月分）
6,826

福祉局 地域福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（地域福祉課（企画グループ））の支出について（１月分）
620

福祉局 地域福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（地域福祉課（企画グループ））の支出について（９月分）
3,288

福祉局 地域福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（地域福祉課（企画グループ））の支出について（１月分）
19,304

福祉局 地域福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（地域福祉課（企画グループ））の支出について（９月分）
4,347

福祉局 地域福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（地域福祉課（企画グループ））の支出について（９月分）
26,577

福祉局 地域福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（地域福祉課（企画グループ））の支出について（１２月分）
17,998

福祉局 地域福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（地域福祉課（企画グループ））の支出について（２月分）
16,455

福祉局 地域福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（地域福祉課（企画グループ））の支出について（２月分）
621

福祉局 地域福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　筆耕翻訳料 民生委員・児童委員に対する表彰状等毛筆筆耕経費の支出について（第5回分納分）
2,277

福祉局 保護課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　生活扶助金 支援給付被支援者にかかる生活支援給付金（おむつ代）の支出について（平成31年２月請求分）
15,510

福祉局 保護課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　生活扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（平成31年３月分）
16,921,523

福祉局 保護課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　住宅扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（平成31年３月分）
5,376,300

福祉局 保護課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（平成31年３月分）
85,030

福祉局 保護課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　生業扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（平成31年３月分）
12,700

福祉局 保護課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　措置扶助金 支援給付被支援者にかかる配偶者支援金の支出について（平成31年３月分）
735,998

福祉局 保護課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 生活保護法医療扶助等診療報酬明細書点検・分析事業にかかる委託料の支出について（平成３０年１２月依頼、平成３１年１月作業分）
83,565

福祉局 保護課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 被保護高齢者世帯訪問等非常勤嘱託職員の公務災害にかかる療養補償費の支出について（平成３０年１２月分）
5,300

福祉局 保護課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 生活保護法医療扶助等診療報酬明細書点検・分析事業にかかる委託料の支出について（平成３０年１２月依頼、平成３１年１月作業分）
6,153,953

福祉局 保護課 平成31年03月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 生活保護法医療扶助等診療報酬明細書点検・分析事業にかかる委託料の支出について（平成３０年１２月依頼、平成３１年１月作業分）
1,180

福祉局 保護課 平成31年03月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 生活保護法医療扶助等診療報酬明細書点検・分析事業にかかる委託料の支出について（平成３０年１２月依頼、平成３１年１月作業分）
487,393

福祉局 保護課 平成31年03月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 生活保護法医療扶助等診療報酬明細書点検・分析事業にかかる委託料の支出について（平成３０年１２月依頼、平成３１年１月作業分）
85

福祉局 保護課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　広告料 行旅死亡人官報公告登載料の支出について(平成31年１月申込分)
11,440

福祉局 保護課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 被保護高齢者世帯訪問等非常勤嘱託職員の公務災害にかかる療養補償費の支出について（平成３０年１２月分）
2,940

福祉局 保護課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 大阪市医療扶助審議会（精神部会）委員に対する報酬及び交通費の支出について（平成３１年２月分）
78,000

福祉局 保護課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 大阪市医療扶助審議会（精神部会）委員に対する報酬及び交通費の支出について（平成３１年２月分）
3,440

福祉局 保護課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活福祉部保護課（医療グループ）市内出張交通費（１月分）の支出について
2,170

福祉局 保護課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 平成３０年度心理判定業務（管外出張）にかかる旅費支出について（救護施設　角川ヴィラ）
3,880

福祉局 保護課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 社会福祉住居施設及び生活保護受給者の日常生活支援の在り方に関する自治体連絡会議（第２回）への出席にかかる管外出張旅費の支出について
28,840

福祉局 保護課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 監査指導研修用市内出張交通費（１月分）の支出について　査察グループ
32,927

福祉局 保護課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活福祉部保護課（医療グループ）市内出張交通費（１月分）の支出について
4,759

福祉局 保護課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 総合福祉システム関連事業用各種封筒の買入にかかる同所要経費の支出について（第３回分納分）
2,533,950

福祉局 保護課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 平成30年度『介護保険制度の解説（解説編＋法令編）　平成30年８月版』買入に係る経費の支出について
5,346

福祉局 保護課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護施設措置費（平成３１年１月概算分）の精算について（追給）
1,092,543

福祉局 保護課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　施設事務費 生活保護施設措置費（平成３１年１月概算分）の精算について（追給）
28,036,737

福祉局 保護課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 保護の実施要領等に関する意見交換会の出席にかかる同所要経費の支出について
57,000

福祉局 保護課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護一般事務用　平成３０年度「生活と福祉」買入にかかる経費の支出について
9,477

福祉局 保護課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護施設措置費（平成３１年３月概算分）の支出について
53,837,553

福祉局 保護課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　施設事務費 生活保護施設措置費（平成３１年３月概算分）の支出について
225,238,322

福祉局 保護課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　生活扶助金 支援給付被支援者にかかる生活支援給付金（おむつ代）の支出について（平成31年２月請求分）
61,500
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福祉局 保護課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる治療材料費（眼鏡、文書料）の支出について（平成31年２月請求分）
56,492

福祉局 保護課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 平成３０年度心理判定業務（管外出張）にかかる旅費支出について（救護施設　さわやか荘）
3,780

福祉局 保護課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 被保護高齢者世帯訪問等非常勤嘱託職員の公務災害にかかる療養補償費の支出について（平成３１年１月分）
6,580

福祉局 保護課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 使用料及賃借料　使用料 生活保護版レセプト管理システム用端末機器等　長期借入（平成２７年１月～平成３１年１２月）にかかる使用料の支出について（平成３１年２月分）
272,808

福祉局 保護課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　生活扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（平成31年３月分）再支給分
69,951

福祉局 保護課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　住宅扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（平成31年３月分）再支給分
33,400

福祉局 保護課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　措置扶助金 支援給付被支援者にかかる配偶者支援金の支出について（平成31年３月追加分）
43,294

福祉局 保護課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報償費　報償金 生活保護等関連事業委託事業者選定会議に係る委員報酬の支出について（平成31年2月18日開催分）
53,500

福祉局 保護課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護布団類の購入及び同所要経費の支出について（１月分）
1,094,446

福祉局 保護課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費住宅扶助金（府営住宅代理納付分）平成３１年３月分の支出について
4,149,900

福祉局 保護課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費（１月分）の支出について　保護グループ
1,846

福祉局 保護課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 被保護高齢者世帯訪問等非常勤嘱託職員の公務災害にかかる療養補償費の支出について（平成３０年１１月から平成３１年１月分）
198,490

福祉局 保護課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費（１月分）の支出について　保護グループ
4,969

福祉局 保護課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費（１月分）の支出について　保護グループ
838

福祉局 保護課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 使用料及賃借料　使用料 生活保護版レセプト管理システム用サーバ機器等　長期借入（平成２６年１１月～平成３１年１２月）にかかる使用料の支出について（平成３１年２月分）
374,436

福祉局 保護課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　生活扶助金 支援給付被支援者にかかる生活支援給付金（おむつ代）の支出について（平成31年３月請求分）
9,720

福祉局 保護課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　葬祭扶助金 支援給付被支援者にかかる葬祭支援給付の支出について（平成31年３月請求分）
223,562

福祉局 保護課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 中国残留邦人等支援給付レセプト電子データ提供料の支出について　平成３１年１月審査分
65

福祉局 保護課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 平成３０年度心理判定業務（管外出張）にかかる出張旅費の支出について（救護施設　角川ヴィラ）
3,880

福祉局 保護課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護施設市内出張交通費（２月分）の支出について
6,990

福祉局 保護課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護一般事務用「社会保障の手引（平成３１年版）」買入にかかる経費の支出について
192,726

福祉局 保護課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 総合福祉システム関連事業用「総合福祉Ａ４改ざん防止用紙　ほか４点」の所要経費の支出について（第５回）
2,018,455

福祉局 保護課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 ＷＡＩＳ－Ⅳコンプリートセットの買入及び同所要経費の支出について
280,692

福祉局 保護課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 総合福祉システム関連用レセプト電子データ提供料の支出について　平成３１年１月審査分
79,741

福祉局 保護課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護診療報酬　平成３１年２月審査分（追加払い）の支出について
633,599,204

福祉局 保護課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 中国残留邦人等に対する支援給付業務用　介護支援給付費審査支払委託料の支出について（平成３１年２月審査分）
40,565

福祉局 保護課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 中国残留邦人等に対する支援給付業務用　介護支援給付費の支出について（平成３１年２月審査分）
2,136,684

福祉局 保護課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 平成３０年度心理判定業務（管外出張）にかかる出張旅費の支出について（救護施設　橡生の里）
3,780

福祉局 保護課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 総合福祉システム関連事業用連続帳票の印刷及び同所要経費の支出について
3,182,343

福祉局 保護課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 生活保護業務用　生活保護法介護給付費審査支払委託料の支出について（平成３１年２月審査分）
8,127,440

福祉局 保護課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務用　生活保護法介護給付費（介護扶助）の支出について（平成３１年２月審査分）
530,944,633

福祉局 保護課 平成31年03月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 生活保護法第６３条に基づく費用返還金の歳出還付について（阿倍野区平成２７年度収納分）
760,850

福祉局 保護課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　其他扶助金 中国残留邦人等の日本語教室通学にかかる交通費等の支出について（平成31年２月申請分）
161,438

福祉局 保護課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活福祉部保護課（医療グループ）市内出張交通費（２月分）の支出について
4,684

福祉局 保護課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活福祉部保護課（医療グループ）市内出張交通費（２月分）の支出について
1,494

福祉局 保護課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 平成３０年度　総合福祉システム（生活保護システム）出力帳票封入封緘等業務にかかる委託料の支出について（平成３１年２月作業分）
3,793,794

福祉局 保護課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用生活保護法医療扶助金施術報酬の支出について（平成31年３月審査分）
24,337,106

福祉局 保護課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 生活保護法医療扶助等診療報酬明細書点検・分析事業にかかる委託料の支出について（平成３１年１月依頼、２月作業分）
87,427

福祉局 保護課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護ケースワーク業務支援事業用「生活保護手帳別冊問答集２０１８年度版」買入にかかる経費の支出について【中事業：２０５　小事業：２１５】
11,670

福祉局 保護課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　光熱水費 もと大淀寮等における電気代（２月分）の支出について
76,382

福祉局 保護課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　手数料 生活保護費支給にかかる両替手数料の支出について　９～１２
12,312

福祉局 保護課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 生活保護法医療扶助等診療報酬明細書点検・分析事業にかかる委託料の支出について（平成３１年１月依頼、２月作業分）
6,149,307

福祉局 保護課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 生活保護法医療扶助等診療報酬明細書点検・分析事業にかかる委託料の支出について（平成３１年１月依頼、２月作業分）
463,815

福祉局 保護課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 生活保護法医療扶助等診療報酬明細書点検・分析事業にかかる委託料の支出について（平成３１年１月依頼、２月作業分）
566

福祉局 保護課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 生活保護法医療扶助等診療報酬明細書点検・分析事業にかかる委託料の支出について（平成３１年１月依頼、２月作業分）
43

福祉局 保護課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　生活扶助金 支援給付被支援者にかかる生活支援給付金（おむつ代）の支出について（平成31年３月請求分）
18,760

福祉局 保護課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる治療材料費（文書料）の支出について（平成31年３月請求分）
2,500
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福祉局 保護課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　葬祭扶助金 支援給付被支援者にかかる葬祭支援給付の支出について（平成31年３月請求分）
170,640

福祉局 保護課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 中国残留邦人等に対する支援給付用　審査支払委託料平成３１年２月審査分の支出について
56,383

福祉局 保護課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 中国残留邦人等支援給付用　診療報酬平成３１年３月審査分（概算払い）の支出について
18,509,039

福祉局 保護課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 大阪市医療扶助審議会（精神部会）委員に対する報酬及び交通費の支出について（平成３１年３月分）
58,500

福祉局 保護課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 大阪市医療扶助審議会（精神部会）委員に対する報酬及び交通費の支出について（平成３１年３月分）
2,740

福祉局 保護課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 社会福祉住居施設及び生活保護受給者の日常生活支援の在り方に関する検討会（第４回）への出席にかかる管外出張旅費の支出について
29,240

福祉局 保護課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護一般事務用　スティックのり　ほか３４点の買入にかかる経費の支出について
91,800

福祉局 保護課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　印刷製本費 ２０１９年度生活保護費支払日一覧表印刷にかかる経費の支出について
88,381

福祉局 保護課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用レセプトデータ受信のための回線使用料の支出について（３月分（２月利用分））
5,367

福祉局 保護課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 総合福祉システム用医療券等送付にかかる郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
905,432

福祉局 保護課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護一般事務用入院患者日用品費等受領書返送郵便料金（平成31年2月分）の支出について
18,476

福祉局 保護課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 平成３０年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（２月分：２）の支出について
262,602

福祉局 保護課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 平成３０年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（２月分：１）の支出について
185,652

福祉局 保護課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 平成３０年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（２月分：３）の支出について
132,192

福祉局 保護課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 平成３０年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（２月分：４）の支出について
219,348

福祉局 保護課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 生活保護業務用　診療報酬審査支払委託料平成３１年２月審査分の支出について
19,206,495

福祉局 保護課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 平成30年度中国語通訳業務委託（単価契約）にかかる経費の支出について（２月分）
38,182

福祉局 保護課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 もと救護施設今池平和寮に係る土地境界確定作業等業務にかかる経費の支出について
1,690,707

福祉局 保護課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 平成３０年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（３月分保護費２月作業分）の支出について
892,620

福祉局 保護課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費口座払分(平成３１年４月分）の支出について
6,087,824,062

福祉局 保護課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費口座払分(平成３１年４月分）の支出について
3,307,735,143

福祉局 保護課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費口座払分(平成３１年４月分）の支出について
25,744,182

福祉局 保護課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用　診療報酬平成３１年３月審査分（概算払い）の支出について
6,000,000,000

福祉局 保護課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費口座払分(平成３１年４月分）の支出について
6,249,968

福祉局 保護課 平成31年03月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２９年度支援相談員配置委託金の受入超過にかかる還付金の支出について
406,940

福祉局 保険年金課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 償還事務センター事業用　トイレットペーパーの買入経費の支出について
1,946

福祉局 保険年金課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 償還事務センター事業用　トイレットペーパーの買入経費の支出について
4,497

福祉局 保険年金課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 償還事務センター事業用　トイレットペーパーの買入経費の支出について
4,497

福祉局 保険年金課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 償還事務センター事業用　トイレットペーパーの買入経費の支出について
4,355

福祉局 保険年金課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 償還事務センター事業用　トイレットペーパーの買入経費の支出について
278

福祉局 保険年金課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 平成３０年度退職者医療共同事業拠出金の支出について
23,905

福祉局 保険年金課 平成31年03月04日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 平成３０年度国保給付事務用市内出張交通費（平成３１年１月分）の支出について
5,896

福祉局 保険年金課 平成31年03月04日
国民健康保険事業会
計

保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成30年度国民健康保険事業用１日人間ドック委託料の支出について（１月分・第１回）
8,160,932

福祉局 保険年金課 平成31年03月04日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 後期高齢広域端末プリンター用　トナーカートリッジ　買入及び当該経費の支出について
33,480

福祉局 保険年金課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　重度障がい者医療助成費にかかる支出について（３月５日払い分）２／６
4,703,151

福祉局 保険年金課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　重度障がい者医療助成費にかかる支出について（３月５日払い分）１／６
2,551,196

福祉局 保険年金課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　重度障がい者医療助成費にかかる支出について（３月５日払い分）４／６
4,419,754

福祉局 保険年金課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　重度障がい者医療助成費にかかる支出について（３月５日払い分）３／６
6,407,477

福祉局 保険年金課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　重度障がい者医療助成費にかかる支出について（３月５日払い分）５／６
4,194,389

福祉局 保険年金課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　重度障がい者医療助成費にかかる支出について（３月５日払い分）６／６
6,151,712

福祉局 保険年金課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　一部負担金助成費にかかる支出について（３月５日払い分）３／５
1,326,438

福祉局 保険年金課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　一部負担金助成費にかかる支出について（３月５日払い分）２／５
398,947

福祉局 保険年金課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　一部負担金助成費にかかる支出について（３月５日払い分）１／５
553,972

福祉局 保険年金課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　一部負担金助成費にかかる支出について（３月５日払い分）４／５
1,083,251

福祉局 保険年金課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　一部負担金助成費にかかる支出について（３月５日払い分）５／５
1,129,271

福祉局 保険年金課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 償還事務センター業務におけるコピー代にかかる経費の支出について（１月請求分）
4,700

福祉局 保険年金課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 償還事務センター業務におけるコピー代にかかる経費の支出について（１月請求分）
10,858
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福祉局 保険年金課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 償還事務センター光熱水費（１月分）にかかる経費の支出について
18,619

福祉局 保険年金課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 償還事務センター光熱水費（１月分）にかかる経費の支出について
8,060

福祉局 保険年金課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 償還事務センター業務におけるコピー代にかかる経費の支出について（１月請求分）
10,858

福祉局 保険年金課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 償還事務センター光熱水費（１月分）にかかる経費の支出について
18,619

福祉局 保険年金課 平成31年03月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 償還事務センター業務におけるコピー代にかかる経費の支出について（１月請求分）
10,516

福祉局 保険年金課 平成31年03月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 償還事務センター光熱水費（１月分）にかかる経費の支出について
18,032

福祉局 保険年金課 平成31年03月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 償還事務センター業務におけるコピー代にかかる経費の支出について（１月請求分）
671

福祉局 保険年金課 平成31年03月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 償還事務センター光熱水費（１月分）にかかる経費の支出について
1,151

福祉局 保険年金課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 国保・国年事務用　保険年金課（管理）市内出張交通費の支出について（１月分）
990

福祉局 保険年金課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成30年度　医療助成事務用市内出張交通費の支払について（１月分）
21,768

福祉局 保険年金課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業　重度障がい医療助成費にかかる支出について（２月５日払い分）（口座振替不能分）
73,129

福祉局 保険年金課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　負担金 平成３０年度　大阪府後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金の支出について（３月分）
2,295,398,377

福祉局 保険年金課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業　一部負担金助成費にかかる支出について（２月５日払い分）（口座振替不能分）
96,000

福祉局 保険年金課 平成31年03月08日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国保・国年事務用　保険年金課（管理）市内出張交通費の支出について（１月分）
7,989

福祉局 保険年金課 平成31年03月08日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 乾式デジタル複合機（大阪駅前第２ビル７階　福祉局事務室）長期借入にかかるコピー代金の支出について（平成31年1月分）
14,911

福祉局 保険年金課 平成31年03月08日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 平成30年度　国民健康保険料決定通知書封入封緘等業務にかかる所要経費の支出について（2月分）
66,998

福祉局 保険年金課 平成31年03月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 乾式デジタル複合機（大阪駅前第２ビル７階　福祉局事務室）長期借入にかかるコピー代金の支出について（平成31年1月分）
9,942

福祉局 保険年金課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 大阪市医療助成費等償還事務センターにおける労働者派遣契約に係る事業者選定会議　報償金及び交通費の支出について（第２回開催分）
9,899

福祉局 保険年金課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 大阪市医療助成費等償還事務センターにおける労働者派遣契約に係る事業者選定会議　報償金及び交通費の支出について（第２回開催分）
4,285

福祉局 保険年金課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 報償費　報償金 大阪市医療助成費等償還事務センターにおける労働者派遣契約に係る事業者選定会議　報償金及び交通費の支出について（第２回開催分）
9,898

福祉局 保険年金課 平成31年03月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報償費　報償金 大阪市医療助成費等償還事務センターにおける労働者派遣契約に係る事業者選定会議　報償金及び交通費の支出について（第２回開催分）
9,586

福祉局 保険年金課 平成31年03月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 報償費　報償金 大阪市医療助成費等償還事務センターにおける労働者派遣契約に係る事業者選定会議　報償金及び交通費の支出について（第２回開催分）
612

福祉局 保険年金課 平成31年03月11日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 平成３０年度　後期高齢者医療保険料過誤納還付加算金の支出について（３月１１日支払分）
1,300

福祉局 保険年金課 平成31年03月11日
後期高齢者医療事業
会計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成３０年度　後期高齢者医療保険料過誤納金の支出について（３月１１日支払分）（滞繰・歳出還付）
358,506

福祉局 保険年金課 平成31年03月13日
後期高齢者医療事業
会計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成３１年２月分　後期高齢者医療保険料年金保険者還付金（歳出）の支出について
1,600

福祉局 保険年金課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険関係法規集　追録６２０ほか４件の買入にかかる経費の支出について
337,775

福祉局 保険年金課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 大阪市医療助成費等償還事務センターの電話買入経費の支出について
63,855

福祉局 保険年金課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 大阪市医療助成費等償還事務センターの電話買入経費の支出について
40,229

福祉局 保険年金課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 償還事務センター電話利用料にかかる経費の支出について（２月請求分）
36,305

福祉局 保険年金課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 償還事務センター電話利用料にかかる経費の支出について（２月請求分）
15,717

福祉局 保険年金課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用鍼灸マッサージに係る療養費の支出について（２月分）
8,491,503

福祉局 保険年金課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 大阪市医療助成費等償還事務センターの電話買入経費の支出について
40,228

福祉局 保険年金課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 償還事務センター電話利用料にかかる経費の支出について（２月請求分）
36,305

福祉局 保険年金課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用鍼灸・マッサージに係る療養費の支出について（２月分）
1,082,423

福祉局 保険年金課 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 大阪市医療助成費等償還事務センターの電話買入経費の支出について
38,961

福祉局 保険年金課 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 償還事務センター電話利用料にかかる経費の支出について（２月請求分）
35,161

福祉局 保険年金課 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 大阪市医療助成費等償還事務センターの電話買入経費の支出について
2,487

福祉局 保険年金課 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 償還事務センター電話利用料にかかる経費の支出について（２月請求分）
2,244

福祉局 保険年金課 平成31年03月15日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険関係法規集　追録６２０ほか４件の買入にかかる経費の支出について
244,700

福祉局 保険年金課 平成31年03月15日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　建物修繕料 福祉局保険年金課船場分室窓ガラス入替作業の支出について
9,244

福祉局 保険年金課 平成31年03月15日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国民健康保険保険者共同電算処理事業手数料の支出について（２月分）
15,803,631

福祉局 保険年金課 平成31年03月15日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国保徴収事務用　市内出張交通費（平成３１年１月分）の支出について
19,060

福祉局 保険年金課 平成31年03月15日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険料オンライン用納付書等用紙（その２）印刷にかかる所要経費の支出について（1回目）
247,708

福祉局 保険年金課 平成31年03月15日
国民健康保険事業会
計

保健事業費
特定健康診査等事業
費

特定健康診査等事業
費

需用費　消耗品費 特定健診留意事項送付用封筒の購入にかかる経費の支出について
63,569

福祉局 保険年金課 平成31年03月15日
国民健康保険事業会
計

保健事業費
特定健康診査等事業
費

特定健康診査等事業
費

委託料　委託料 平成30年度特定健康診査受診勧奨及び特定保健指導利用勧奨コールセンター業務委託経費の支出について（２月分）
898,838

福祉局 保険年金課 平成31年03月15日
国民健康保険事業会
計

保健事業費
特定健康診査等事業
費

特定健康診査等事業
費

委託料　委託料 平成30年度都島区ほか７区特定健康診査等（集団健診）業務委託（概算契約）経費の支出について（12月分）
2,009,361

福祉局 保険年金課 平成31年03月15日
国民健康保険事業会
計

保健事業費
特定健康診査等事業
費

特定健康診査等事業
費

委託料　委託料 平成30年度中央区ほか７区特定健康診査等（集団健診）業務委託（概算契約）経費の支出について（12月分）
2,845,303
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福祉局 保険年金課 平成31年03月15日
国民健康保険事業会
計

保健事業費
特定健康診査等事業
費

特定健康診査等事業
費

委託料　委託料 平成30年度北区ほか７区特定健康診査等（集団健診）業務委託（概算契約）経費の支出について（12月分）
1,461,985

福祉局 保険年金課 平成31年03月15日
国民健康保険事業会
計

保健事業費 保健事業費 保健事業費 需用費　消耗品費 特定健診留意事項送付用封筒の購入にかかる経費の支出について
24,721

福祉局 保険年金課 平成31年03月15日
国民健康保険事業会
計

保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成30年度国民健康保険事業用１日人間ドック委託料の支出について（11～１月分・第１回）
12,515,132

福祉局 保険年金課 平成31年03月15日
国民健康保険事業会
計

保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 国民健康保険保険者共同電算処理事業手数料の支出について（２月分）
652,592

福祉局 保険年金課 平成31年03月15日
国民健康保険事業会
計

保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成30年度　国民健康保険事業用「健康づくり支援事業」委託料の支出について（１月分）
43,725

福祉局 保険年金課 平成31年03月15日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国保徴収事務用　市内出張交通費（平成３１年１月分）の支出について
380

福祉局 保険年金課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療費の支出について（連合会後期分：３月審査分）
254,952,627

福祉局 保険年金課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療費の支出について（連合会国保分：３月審査概算払追給分）
45,105,533

福祉局 保険年金課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療費の支出について（連合会国保分：３月審査概算払分）
188,180,000

福祉局 保険年金課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 大阪市国民健康保険診療報酬明細書点検室における光熱水費の支出について（平成31年1月分）
9,095

福祉局 保険年金課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 船場センタービル区分所有者会管理費及び修繕積立金の支出について(平成31年3月分)
306,650

福祉局 保険年金課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険高額療養費（償還払）の支給に係る支出について（２月分）
141,012,210

福祉局 保険年金課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険高額療養費（外来年間合算／償還払）の支給に係る支出について（２月分）
21,440

福祉局 保険年金課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　高額介護合算療養費
負担金

国民健康保険高額介護合算療養費の支給に係る支出について（２月分）
32,794

福祉局 保険年金課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険
給付費

負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険高額療養費（償還払）の支給に係る支出について（２月分）
770,205

福祉局 保険年金課 平成31年03月19日
後期高齢者医療事業
会計

後期高齢者医療広域
連合納付金

後期高齢者医療広域
連合納付金

後期高齢者医療広域
連合納付金

負担金、補助及交付金　負担金 平成３０年度　後期高齢者医療広域連合市町村負担金の支出について（平成３１年２月普通徴収分保険料等収納額相当額）
1,394,451,791

福祉局 保険年金課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 使用料及賃借料　使用料 平成３０年度ねんきんネット利用パソコンの長期継続契約による借入経費の支出について（２月分）
50,544

福祉局 保険年金課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用柔整審査支払事務委託料の支出について（後期分：２月審査分）
15,633

福祉局 保険年金課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（連合会国保分：２月審査分）
2,439,153

福祉局 保険年金課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用柔整審査支払事務委託料の支出について（国保分：２月審査分）
58,968

福祉局 保険年金課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（連合会後期分：２月審査分）
3,831,786

福祉局 保険年金課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者医療費助成事業用訪問看護利用料助成費の支出について（２月分・旧制度分３月診療分まで）
154,470

福祉局 保険年金課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用柔整療養費審査支払事務委託料の支出について（後期分：２月審査分）
4,293

福祉局 保険年金課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用柔整療養費審査支払事務委託料の支出について（国保分：２月審査分）
14,499

福祉局 保険年金課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用医療費審査支払事務委託料の支出について（国保分：２月審査分）
762,534

福祉局 保険年金課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用医療費審査支払事務委託料の支出について（後期分：２月審査分）
1,198,719

福祉局 保険年金課 平成31年03月20日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 資格事務用　平成30年度国民健康保険システムはがき加工処理業務にかかる所要経費の支出について（2月分）
146,721

福祉局 保険年金課 平成31年03月20日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 資格事務用　平成30年度国民健康保険システムはがき加工処理業務にかかる所要経費の支出について（2月分）
10,626

福祉局 保険年金課 平成31年03月20日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 運営協議会費 報酬　其他委員等報酬 平成30年度大阪市国民健康保険運営協議会第２回総会に係る委員報酬及び交通費の支出について
379,500

福祉局 保険年金課 平成31年03月20日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 運営協議会費 旅費　費用弁償 平成30年度大阪市国民健康保険運営協議会第２回総会に係る委員報酬及び交通費の支出について
8,180

福祉局 保険年金課 平成31年03月20日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 賦課事務用　平成30年度国民健康保険システムはがき加工処理業務にかかる所要経費の支出について（２月分）
59,891

福祉局 保険年金課 平成31年03月20日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 徴収事務用　平成30年度国民健康保険システムはがき加工処理業務の実施にかかる所要経費の支出について（2月分）
165,521

福祉局 保険年金課 平成31年03月20日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保徴収事務用　平成30年度国民健康保険料決定通知書兼納付書等封入封緘等業務にかかる所要経費の支出について（２月分）
618,158

福祉局 保険年金課 平成31年03月20日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 賦課事務用　平成30年度　国民健康保険料決定通知書兼納付書等電算処理業務の実施にかかる所要経費の支出について（２月分）
47,415

福祉局 保険年金課 平成31年03月20日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保徴収事務用　平成30年度国民健康保険料決定通知書兼納付書等電算処理業務にかかる所要経費の支出について（２月分）
154,822

福祉局 保険年金課 平成31年03月20日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 賦課事務用　平成30年度　国民健康保険料決定通知書兼納付書等封入封緘等業務の実施にかかる所要経費の支出について（２月分）
165,693

福祉局 保険年金課 平成31年03月20日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国保給付事業用療養費（鍼灸）に係る２月分（１２月施術・一般）の支出について
81,112,721

福祉局 保険年金課 平成31年03月20日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険
給付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国保給付事業用療養費（鍼灸）に係る２月分（１２月施術・退職）の支出について
197,568

福祉局 保険年金課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用柔道整復師施術料の支出について(国保分：３月決定分)
1,459,101

福祉局 保険年金課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用柔道整復師施術料の支出について(後期分：３月決定分)
190,969

福祉局 保険年金課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用柔道整復術療養費の支出について（後期分：３月決定分）
26,698

福祉局 保険年金課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用柔道整復術療養費の支出について（国保分：３月決定分）
296,201

福祉局 保険年金課 平成31年03月22日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　印刷製本費 所得申告書送付状（２月、３月分）の作成にかかる同所要経費の支出について
117,946

福祉局 保険年金課 平成31年03月22日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 平成３０年度後期高齢者医療制度システム出力帳票等封入封緘等業務委託（概算契約）の実施にかかる所要経費の支出について（2月分）
155,283

福祉局 保険年金課 平成31年03月22日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 平成３０年度後期高齢者医療制度システム出力帳票等封入封緘等業務委託（概算契約）の実施にかかる所要経費の支出について（2月分）
121,018

福祉局 保険年金課 平成31年03月22日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 平成３０年度後期高齢者医療保険料決定通知書兼期割通知書兼納付書等電算処理業務委託（概算契約）の実施にかかる所要経費の支出について（2月分）
38,206

福祉局 保険年金課 平成31年03月22日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 平成３０年度後期高齢者医療保険料決定通知書兼期割通知書兼納付書等電算処理業務委託（概算契約）の実施にかかる所要経費の支出について（2月分）
22,349
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福祉局 保険年金課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 委託料　委託料 平成３０年度国民健康保険・医療助成・国民年金システムパンチデータ作成業務にかかる所要経費の支出について（２月分）
43,058

福祉局 保険年金課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 償還事務センター後納郵便料にかかる経費の支出について（医療助成・２月請求分）
103,227

福祉局 保険年金課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成３０年度国民健康保険・医療助成・国民年金システムパンチデータ作成業務にかかる所要経費の支出について（２月分）
82,075

福祉局 保険年金課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成３０年度国民健康保険・医療助成システム出力帳票等封入封緘等業務経費の支出について（２月分）
20,154

福祉局 保険年金課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市医療助成費等償還事務センターに関する労働者派遣業務（概算契約）の支出について（２月分）
856,986

福祉局 保険年金課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市医療助成費等償還事務センターに関する労働者派遣業務（概算契約）の支出について（２月分）
2,370,033

福祉局 保険年金課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 償還事務センター後納郵便料にかかる経費の支出について（医療助成・２月請求分）
103,227

福祉局 保険年金課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 大阪市医療助成費等償還事務センターに関する労働者派遣業務（概算契約）の支出について（２月分）
2,370,033

福祉局 保険年金課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成３０年度国民健康保険・医療助成システム出力帳票等封入封緘等業務経費の支出について（２月分）
20,154

福祉局 保険年金課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成３０年度国民健康保険・医療助成・国民年金システムパンチデータ作成業務にかかる所要経費の支出について（２月分）
19,221

福祉局 保険年金課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 償還事務センター後納郵便料にかかる経費の支出について（医療助成・２月請求分）
99,975

福祉局 保険年金課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成３０年度国民健康保険・医療助成システム出力帳票等封入封緘等業務経費の支出について（２月分）
19,518

福祉局 保険年金課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市医療助成費等償還事務センターに関する労働者派遣業務（概算契約）の支出について（２月分）
2,295,340

福祉局 保険年金課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 償還事務センター後納郵便料にかかる経費の支出について（医療助成・２月請求分）
6,381

福祉局 保険年金課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成３０年度国民健康保険・医療助成システム出力帳票等封入封緘等業務経費の支出について（２月分）
1,246

福祉局 保険年金課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成３０年度国民健康保険・医療助成・国民年金システムパンチデータ作成業務にかかる所要経費の支出について（２月分）
18,426

福祉局 保険年金課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 大阪市医療助成費等償還事務センターに関する労働者派遣業務（概算契約）の支出について（２月分）
146,510

福祉局 保険年金課 平成31年03月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国保事務用　平成３０年度国民健康保険・医療助成システム出力帳票等封入封緘等業務経費の支出について（２月分）
73,542

福祉局 保険年金課 平成31年03月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成３０年度国民健康保険・医療助成システム出力帳票等封入封緘等業務の実施経費の支出について（２月分）
157,281

福祉局 保険年金課 平成31年03月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成３０年度国民健康保険・医療助成・国民年金システムパンチデータ作成業務にかかる所要経費の支出について（２月分）
352,451

福祉局 保険年金課 平成31年03月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器一式の長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
14,742

福祉局 保険年金課 平成31年03月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 徴収事務用　平成３０年度国民健康保険・医療助成システム出力帳票等封入封緘等業務にかかる所要経費の支出について（２月分）
66,497

福祉局 保険年金課 平成31年03月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保事務用　平成３０年度国民健康保険・医療助成システム出力帳票等封入封緘等業務経費の支出について（２月分）
306,685

福祉局 保険年金課 平成31年03月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 使用料及賃借料　使用料
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料マルチペイメントネットワークを利用した口座振替・自動払込受付サービスの実施にかかる経費の支出について（2月
分） 68,281

福祉局 保険年金課 平成31年03月25日
国民健康保険事業会
計

保健事業費
特定健康診査等事業
費

特定健康診査等事業
費

委託料　委託料 平成31年２月審査分特定健康診査等費用手数料の支出について
1,202,017

福祉局 保険年金課 平成31年03月25日
国民健康保険事業会
計

保健事業費
特定健康診査等事業
費

特定健康診査等事業
費

委託料　委託料 平成30年度大阪市国民健康保険特定健康診査受診結果通知表等作成業務に係る手数料の支出について（２月分）
181,558

福祉局 保険年金課 平成31年03月25日
国民健康保険事業会
計

保健事業費
特定健康診査等事業
費

特定健康診査等事業
費

委託料　委託料
平成30年度大阪市国民健康保険特定健診等共同処理事業に係る特別処理業務（特定健診等データ管理システムの追加機器等に係る保守管理等）費用の支出
について（２月分） 197,942

福祉局 保険年金課 平成31年03月25日
国民健康保険事業会
計

保健事業費
特定健康診査等事業
費

特定健康診査等事業
費

委託料　委託料 平成31年２月審査分特定健康診査等委託料（代行分）の支出について
84,479

福祉局 保険年金課 平成31年03月25日
国民健康保険事業会
計

保健事業費
特定健康診査等事業
費

特定健康診査等事業
費

委託料　委託料 平成31年２月審査分特定健康診査等委託料の支出について
45,145,525

福祉局 保険年金課 平成31年03月25日
国民健康保険事業会
計

保健事業費 保健事業費 保健事業費 需用費　消耗品費 保健事業用　医療費通知（国保）ほか１件の印刷にかかる経費の支出について（5回目）
711,558

福祉局 保険年金課 平成31年03月25日
国民健康保険事業会
計

保健事業費 保健事業費 保健事業費 役務費　通信運搬費 国民健康保険給付事業用医療費通知送付用郵便後納料金の支出について（31.２月分）
535,360

福祉局 保険年金課 平成31年03月25日
国民健康保険事業会
計

保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成３０年度国民健康保険・医療助成システム出力帳票等封入封緘等業務の実施経費の支出について（２月分）
22,705

福祉局 保険年金課 平成31年03月25日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 使用料及賃借料　使用料
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料マルチペイメントネットワークを利用した口座振替・自動払込受付サービスの実施にかかる経費の支出について（2月
分） 22,865

福祉局 保険年金課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 償還事務センター情報ネットワーク利用料にかかる経費の支出について（２月分）
641

福祉局 保険年金課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 償還事務センター情報ネットワーク利用料にかかる経費の支出について（２月分）
1,482

福祉局 保険年金課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 償還事務センター情報ネットワーク利用料にかかる経費の支出について（２月分）
1,482

福祉局 保険年金課 平成31年03月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 償還事務センター情報ネットワーク利用料にかかる経費の支出について（２月分）
1,434

福祉局 保険年金課 平成31年03月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 償還事務センター情報ネットワーク利用料にかかる経費の支出について（２月分）
91

福祉局 保険年金課 平成31年03月26日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 平成３０年度国保給付事務用市内出張交通費（平成３１年２月分）の支出について
5,529

福祉局 保険年金課 平成31年03月26日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険関係法規集　追録６２２ ほか３件　買入にかかる経費の支出について
256,577

福祉局 保険年金課 平成31年03月26日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険給付事業用療養費支給申請書内容点検業務に係る郵便後納料金の支出について（２月分）
63,147

福祉局 保険年金課 平成31年03月26日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保徴収事務用（収納グループ）料金後納郵便料の支出について（平成３１年２月分）
117,928

福祉局 保険年金課 平成31年03月26日
国民健康保険事業会
計

保健事業費
特定健康診査等事業
費

特定健康診査等事業
費

需用費　印刷製本費 健康づくり応援ノート印刷にかかる経費の支出について
313,740

福祉局 保険年金課 平成31年03月26日
国民健康保険事業会
計

保健事業費
特定健康診査等事業
費

特定健康診査等事業
費

需用費　印刷製本費 保健事業ポスター（特定健診周知用）ほか２点印刷経費の支出について
55,836

福祉局 保険年金課 平成31年03月26日
国民健康保険事業会
計

保健事業費
特定健康診査等事業
費

特定健康診査等事業
費

役務費　通信運搬費 特定健診用受診券及び結果通知表郵送料（２月分）の支出について
949,755

福祉局 保険年金課 平成31年03月26日
国民健康保険事業会
計

保健事業費 保健事業費 保健事業費 需用費　印刷製本費 保健事業ポスター（特定健診周知用）ほか２点印刷経費の支出について
8,883

福祉局 保険年金課 平成31年03月26日
国民健康保険事業会
計

保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成30年度国民健康保険事業用１日人間ドック委託料の支出について（１・２月分・第１回）
6,570,900
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福祉局 保険年金課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 保険医療機関マスター複写データ使用料の支出について（２月分）
17,850

福祉局 保険年金課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 償還事務センターの分担金の支出について（北区北老人福祉センター分）
21,768

福祉局 保険年金課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 償還事務センターの分担金の支出について（北区北老人福祉センター分）
9,424

福祉局 保険年金課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 償還事務センターの分担金の支出について（北区北老人福祉センター分）
21,769

福祉局 保険年金課 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 償還事務センターの分担金の支出について（北区北老人福祉センター分）
21,083

福祉局 保険年金課 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 償還事務センターの分担金の支出について（北区北老人福祉センター分）
1,346

福祉局 保険年金課 平成31年03月27日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成３０年度　国民健康保険被保険者証等封入封緘等業務の実施及び同所要経費の支出金額の変更について
297,161

福祉局 保険年金課 平成31年03月27日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国保事務用　市内出張交通費（２月分）の支出について
1,360

福祉局 保険年金課 平成31年03月27日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 納付書等送付先（変更）届出書ほか３点印刷にかかる所要経費の支出について
217,036

福祉局 保険年金課 平成31年03月27日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保徴収事務用　料金後納郵便料（差出人払）の支出について（平成３１年２月分）
422,289

福祉局 保険年金課 平成31年03月27日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保徴収事務用　料金後納郵便料（受取人払）の支出について（平成３１年２月分）
320,854

福祉局 保険年金課 平成31年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保徴収事務用　料金後納郵便料（受取人払）の支出について（平成３１年２月分）
109,600

福祉局 保険年金課 平成31年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保徴収事務用　料金後納郵便料（差出人払）の支出について（平成３１年２月分）
163,707

福祉局 保険年金課 平成31年03月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国保徴収事務用　市内出張交通費（平成３１年２月分）の支出について
16,139

福祉局 保険年金課 平成31年03月28日
国民健康保険事業会
計

保健事業費
特定健康診査等事業
費

特定健康診査等事業
費

役務費　筆耕翻訳料 平成30年度大阪市国民健康保険特定健康診査における手話通訳業務委託経費の支出について
13,200

福祉局 保険年金課 平成31年03月28日
国民健康保険事業会
計

保健事業費
特定健康診査等事業
費

特定健康診査等事業
費

委託料　委託料 平成30年度中央区ほか７区特定健康診査等（集団健診）業務委託（概算契約）経費の支出について（１月分）
2,608,999

福祉局 保険年金課 平成31年03月28日
国民健康保険事業会
計

保健事業費
特定健康診査等事業
費

特定健康診査等事業
費

委託料　委託料 平成30年度都島区ほか７区特定健康診査等（集団健診）業務委託（概算契約）経費の支出について（１月分）
1,634,817

福祉局 保険年金課 平成31年03月28日
国民健康保険事業会
計

保健事業費
特定健康診査等事業
費

特定健康診査等事業
費

委託料　委託料 平成30年度北区ほか７区特定健康診査等（集団健診）業務委託（概算契約）経費の支出について（１月分）
2,638,882

福祉局 保険年金課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 国保・国年事務用　保険年金課（管理）市内出張交通費の支出について（２月分）
2,044

福祉局 保険年金課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 （国保・国年事務用）国民健康保険・国民年金関係届の作製及び同所要経費の支出について
496,908

福祉局 保険年金課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 償還事務センター業務におけるコピー代にかかる経費の支出について（２月請求分）
4,329

福祉局 保険年金課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 償還事務センター業務におけるコピー代にかかる経費の支出について（２月請求分）
10,002

福祉局 保険年金課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（基金：２月審査分）
1,236,636

福祉局 保険年金課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 医療助成事業用公費負担医療受給者別一覧表及び過誤調整結果通知書データ作成業務委託経費の支出について（２月提供・３月請求分）
3,000

福祉局 保険年金課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 償還事務センター光熱水費（２月分）にかかる経費の支出について
7,832

福祉局 保険年金課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 償還事務センター光熱水費（２月分）にかかる経費の支出について
18,093

福祉局 保険年金課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療費の支出について（基金：３月審査概算払分）
45,531,285

福祉局 保険年金課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業　重度障がい医療助成費にかかる支出について（２月５日払い分）（口座振替不能分）
62,560

福祉局 保険年金課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 償還事務センター業務におけるコピー代にかかる経費の支出について（２月請求分）
10,002

福祉局 保険年金課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用医療費審査支払事務委託料の支出について（基金：２月審査分）
135,264

福祉局 保険年金課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 償還事務センター光熱水費（２月分）にかかる経費の支出について
18,093

福祉局 保険年金課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業　一部負担金助成費にかかる支出について（２月５日、３月５日払い分）（口座振替不能分）
15,500

福祉局 保険年金課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用医療費の支出について（３月審査概算払分）
2,253,229

福祉局 保険年金課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 償還事務センター業務におけるコピー代にかかる経費の支出について（２月請求分）
9,686

福祉局 保険年金課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 償還事務センター光熱水費（２月分）にかかる経費の支出について
17,522

福祉局 保険年金課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 償還事務センター業務におけるコピー代にかかる経費の支出について（２月請求分）
618

福祉局 保険年金課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 償還事務センター光熱水費（２月分）にかかる経費の支出について
1,118

福祉局 保険年金課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国保・国年事務用　保険年金課（管理）市内出張交通費の支出について（２月分）
2,538

福祉局 保険年金課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 （国保・国年事務用）国民健康保険・国民年金関係届の作製及び同所要経費の支出について
496,908

福祉局 保険年金課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 （国保事務用）ICレコーダーほか1点の買入経費の支出について
31,860

福祉局 保険年金課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険関係法規集　追録６２４－６２５ ほか２件　買入にかかる経費の支出について
308,515

福祉局 保険年金課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 （国保事務用）スティックのりほか３０点の買入経費の支出について
54,301

福祉局 保険年金課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保事務用　資格関係はがき等郵便料の支出について（平成３１年２月分）
234,305

福祉局 保険年金課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国保診療報酬明細書点検にかかる委託料の支出について（２月点検分）
4,001,908

福祉局 保険年金課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成３０年度大阪市国民健康保険療養費支給申請書内容点検業務に係る委託料の支出について（２月分）
570,318

福祉局 保険年金課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料
平成30年度　大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営（保険料徴収業務含む）業務にかかる所要経費の支出につい
て（2月分） 5,701,050

福祉局 保険年金課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料
平成30年度　大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営（保険料徴収業務含む）業務にかかる所要経費の支出につい
て（2月分） 709,200
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福祉局 保険年金課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

事業費納付金 事業費納付金 事業費納付金 負担金、補助及交付金　負担金 平成30年度　事業費納付金の支出について（３月期分　支援金分：退職）
8,792,000

福祉局 保険年金課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

事業費納付金 事業費納付金 事業費納付金 負担金、補助及交付金　負担金 平成30年度　事業費納付金の支出について（３月期分　介護分）
857,005,579

福祉局 保険年金課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

事業費納付金 事業費納付金 事業費納付金 負担金、補助及交付金　負担金 平成30年度　事業費納付金の支出について（３月期分　医療分：一般）
6,647,613,611

福祉局 保険年金課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

事業費納付金 事業費納付金 事業費納付金 負担金、補助及交付金　負担金 平成30年度　事業費納付金の支出について（３月期分　医療分：退職）
24,062,000

福祉局 保険年金課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

事業費納付金 事業費納付金 事業費納付金 負担金、補助及交付金　負担金 平成30年度　事業費納付金の支出について（３月期分　支援金分：一般）
2,253,000,864

福祉局 保険年金課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成29年度国民健康保険療養給付費等負担金の受入超過にかかる返還について
4,125,339,098

福祉局 保険年金課 平成31年03月29日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 平成30年度　後期高齢者医療事務用市内出張交通費の支払について（２月分）
648

福祉局 保険年金課 平成31年03月29日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 需用費　消耗品費 平成３０年度　後期高齢者医療制度　偽造防止用紙（あずき色）の印刷及び所要経費の支出について
110,160

福祉局 保険年金課 平成31年03月29日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料
平成30年度　大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営（保険料徴収業務含む）業務にかかる所要経費の支出につい
て（2月分） 2,605,430

福祉局 保険年金課 平成31年03月29日
後期高齢者医療事業
会計

後期高齢者医療広域
連合納付金

後期高齢者医療広域
連合納付金

後期高齢者医療広域
連合納付金

負担金、補助及交付金　負担金 平成３０年度　後期高齢者医療広域連合市町村負担金の支出について（２月特別徴収分保険料等収納額相当額）
1,743,213,227

福祉局 保険年金課 平成31年03月29日
後期高齢者医療事業
会計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２９年度　後期高齢者医療保険料過誤納金（歳出）の支出について（日本私立学校・共済事業団）（５月１１日支払）
3,700

福祉局 保険年金課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料
平成30年度　大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営（保険料徴収業務含む）業務にかかる所要経費の支出につい
て（2月分） 2,590,890

福祉局 自立支援課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 緊急入院保護業務センター事務用庁内情報ネットワーク回線等利用料について（１月分）
5,130

福祉局 自立支援課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 緊急入院保護グループ生活保護費（確定払２月分）の支出について
75,450

福祉局 自立支援課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 緊急入院保護グループ生活保護費（確定払２月分）の支出について
230,602

福祉局 自立支援課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 緊急入院保護グループ生活保護費（確定払２月分）の支出について
1,645,950

福祉局 自立支援課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 阿波座センタービル３階（緊急入院保護業務センター他２施設）電気料金（１月分）の支出について
53,856

福祉局 自立支援課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護業務用ゴム印の購入にかかる所要経費の支出について
648

福祉局 自立支援課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　光熱水費 阿波座センタービル３階（緊急入院保護業務センター他２施設）電気料金（１月分）の支出について
70,192

福祉局 自立支援課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

報償費　報償金 大阪市生活困窮者自立支援事業委託事業者選定会議にかかる報酬の支出について（平成30年12月７日開催分）
20,740

福祉局 自立支援課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

委託料　委託料 平成３０年度ホームレスの実態に関する全国調査（概数調査）業務委託経費の支出について
1,296,640

福祉局 自立支援課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 環境改善費 役務費　通信運搬費 平成30年度あいりん越年対策事業用携帯電話の借上にかかる同経費の支出について
77,263

福祉局 自立支援課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

報償費　報償金 平成30年度ホームレス自立支援事業にかかる事業者選定会議にかかる報償金の支出について（平成31年２月５日分）
51,460

福祉局 自立支援課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

旅費　普通旅費 平成30年度簡易宿所密集地域等所管課長会議及び寿貯蓄組合事業廃止・精算にかかる手続き方法などの聴取にかかる管外出張経費の支出について
56,480

福祉局 自立支援課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

旅費　普通旅費 社会福祉住居施設等に関する自治体連絡会議出席にかかる出張旅費の支出について
28,830

福祉局 自立支援課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

旅費　普通旅費 ホームレス自立支援グループ及び生活困窮者自立支援グループ事業用市内出張交通費（１月分）の支出について
26,614

福祉局 自立支援課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

報償費　報償金 大阪市生活困窮者自立支援事業委託事業者選定会議にかかる報酬の支出について（第２回、第３回開催分）
296,400

福祉局 自立支援課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

扶助費　措置扶助金 平成30年度生活困窮者自立支援事業（住居確保給付金）にかかる扶助費の支出について（平成31年３月、民間住宅臨時払い分）
87,500

福祉局 自立支援課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 環境改善費 委託料　委託料 もと愛隣地区歯科診療所用地における土壌汚染詳細調査業務委託経費の支出について
810,000

福祉局 自立支援課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 環境改善費 使用料及賃借料　使用料 新あいりんシェルター一式借入契約の締結にかかる使用料の支出について（平成30年度２月分）
2,596,320

福祉局 自立支援課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（緊急入院保護グループ）２月分の支出について
3,000

福祉局 自立支援課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金（緊急入院保護グループ）２月分の支出について
1,620

福祉局 自立支援課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

委託料　委託料 平成30年度もと自立支援センター西成機械警備業務委託に係る所要経費の支出について（２月分）
19,440

福祉局 自立支援課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

使用料及賃借料　使用料 自立支援事業用　自立支援センター舞洲（福祉局）施設物品一式借入（再リース）経費の支出について（平成31年２月分）
1,036,800

福祉局 自立支援課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護業務用インデックス（青）中ほか８点の買入にかかる所要経費の支出について
14,526

福祉局 自立支援課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

需用費　光熱水費 もと自立支援センター西成機械警備業務委託に伴う電気料金の支出について（平成31年２月分）
1,820

福祉局 自立支援課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
202,985

福祉局 自立支援課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
24,746

福祉局 自立支援課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
33,854

福祉局 自立支援課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 緊急入院保護業務センター事務用庁内情報ネットワーク回線等利用料について（２月分）
5,130

福祉局 自立支援課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
53,943

福祉局 自立支援課 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
237,691

福祉局 自立支援課 平成31年03月28日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
23,501

福祉局 自立支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 阿波座センタービル３階（緊急入院保護業務センター他２施設）電気料金（２月分）の支出について
44,945

福祉局 自立支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

旅費　普通旅費 ホームレス自立支援グループ及び生活困窮者自立支援グループ事業用市内出張交通費（２月分）の支出について
24,866

福祉局 自立支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

役務費　通信運搬費 大阪市ホームレスの自立の支援等に関する実施計画用郵便料金の支出について（１～２月分）
308

福祉局 自立支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

扶助費　措置扶助金 平成30年度生活困窮者自立支援事業（住居確保給付金）にかかる扶助費の支給について（平成31年３月、民間住宅定例払い分）
515,500
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福祉局 自立支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護業務用市内出張交通費の支出について（２月分）
16,252

福祉局 自立支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護業務用コピー代の支出について（業務センター調査室２月分）
6,377

福祉局 自立支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護業務用コピー代の支出について（業務センター２月分）
11,491

福祉局 自立支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　光熱水費 阿波座センタービル３階（緊急入院保護業務センター他２施設）電気料金（２月分）の支出について
58,600

福祉局 自立支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料金（２月分）の支出について（差出分）
147,424

福祉局 自立支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料金（２月分）の支出について（受取人払分）
27,165

福祉局 自立支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（扶助費）平成３１年４月分（１回目）の支出について
3,402,000

福祉局 自立支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 緊急入院保護グループ生活保護費（確定払３月分）の支出について
193,891

福祉局 自立支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費（扶助費）平成３１年４月分（１回目）の支出について
1,400,000

福祉局 自立支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 緊急入院保護グループ生活保護費（確定払３月分）の支出について
496,986

福祉局 自立支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（扶助費）平成３１年４月分（１回目）の支出について
30,000

福祉局 自立支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 緊急入院保護グループ生活保護費（確定払３月分　その２）の支出について
270,590

福祉局 自立支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 緊急入院保護グループ生活保護費（確定払３月分）の支出について
2,231,814

福祉局 福祉システム課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 福祉システム課事務用市内出張交通費の支出について（１０月～１月分）
2,957

福祉局 福祉システム課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　国民健康保険等システム及び介護保険システム 業務統合端末等機器 長期借入に係るリース料の支出について（平成31年2月分）
316,882

福祉局 福祉システム課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　国民健康保険等システム及び介護保険システム　サーバ機器等　一式 長期借入に係るリース料の支出について（平成３１年２月分）
229,564

福祉局 福祉システム課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　国民健康保険等システム及び介護保険システム　サーバ機器等　一式 長期借入に係るリース料の支出について（平成３１年２月分）
114,782

福祉局 福祉システム課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　業務統合端末等機器（国民健康保険等システム：医療助成費等償還事務）長期借入に係る使用料の支出について（平成３１年２月分）
46,446

福祉局 福祉システム課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　業務統合端末等機器（国民健康保険等システム：医療助成費等償還事務）長期借入に係る使用料の支出について（平成３１年２月分）
6,994

福祉局 福祉システム課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　国民健康保険等システム及び介護保険システム 業務統合端末等機器 長期借入に係るリース料の支出について（平成31年2月分）
158,440

福祉局 福祉システム課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　国民健康保険等システム及び介護保険システム　サーバ機器等　一式 長期借入に係るリース料の支出について（平成３１年２月分）
114,782

福祉局 福祉システム課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　業務統合端末等機器（国民健康保険等システム：医療助成費等償還事務）長期借入に係る使用料の支出について（平成３１年２月分）
46,447

福祉局 福祉システム課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　国民健康保険等システム及び介護保険システム 業務統合端末等機器 長期借入に係るリース料の支出について（平成31年2月分）
167,430

福祉局 福祉システム課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　国民健康保険等システム及び介護保険システム 業務統合端末等機器 長期借入に係るリース料の支出について（平成31年2月分）
158,440

福祉局 福祉システム課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　業務統合端末等機器（国民健康保険等システム：医療助成費等償還事務）長期借入に係る使用料の支出について（平成３１年２月分）
92,893

福祉局 福祉システム課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　国民健康保険等システム及び介護保険システム 業務統合端末等機器 長期借入に係るリース料の支出について（平成31年2月分）
316,882

福祉局 福祉システム課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　国民健康保険等システム及び介護保険システム　サーバ機器等　一式 長期借入に係るリース料の支出について（平成３１年２月分）
229,564

福祉局 福祉システム課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　国民健康保険等システム及び介護保険システム　サーバ機器等　一式 長期借入に係るリース料の支出について（平成３１年２月分）
1,147,817

福祉局 福祉システム課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　国民健康保険等システム及び介護保険システム 業務統合端末等機器 長期借入に係るリース料の支出について（平成31年2月分）
1,584,408

福祉局 福祉システム課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　国民健康保険等システム及び介護保険システム　サーバ機器等　一式 長期借入に係るリース料の支出について（平成３１年２月分）
229,564

福祉局 福祉システム課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　国民健康保険等システム及び介護保険システム 業務統合端末等機器 長期借入に係るリース料の支出について（平成31年2月分）
316,882

福祉局 福祉システム課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　国民健康保険等システム及び介護保険システム 業務統合端末等機器 長期借入に係るリース料の支出について（平成31年2月分）
1,634,105

福祉局 福祉システム課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　国民健康保険等システム及び介護保険システム　サーバ機器等　一式 長期借入に係るリース料の支出について（平成３１年２月分）
1,823,007

福祉局 福祉システム課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 福祉システム課事務用市内出張交通費の支出について（２月分）
1,560

福祉局 福祉システム課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム関係業務用「総合福祉システムサーバ機器等　長期借入」にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
455,517

福祉局 福祉システム課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム関係業務用「業務統合端末等機器（福祉局）　長期借入」にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
906,183

福祉局 福祉システム課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム関係業務用「業務統合端末等機器（福祉局）　長期借入」にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
123,320

福祉局 福祉システム課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム関係業務用「業務統合端末等機器（福祉局）　長期借入」にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
6,730,400

福祉局 福祉システム課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム関係業務用「総合福祉システムサーバ機器等　長期借入」にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
1,822,068

福祉局 福祉システム課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム関係業務用「総合福祉システムサーバ機器等　長期借入」にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
455,517

福祉局 福祉システム課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム関係業務用「業務統合端末等機器（福祉局）　長期借入」にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
744,411

福祉局 福祉システム課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム関係業務用「業務統合端末等機器（福祉局）　長期借入」にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
1,661,882

福祉局 福祉システム課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム関係業務用「総合福祉システムサーバ機器等　長期借入」にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
911,034

福祉局 福祉システム課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 平成30年度総合福祉システム関係事務用窓あき封筒の買入にかかる経費の支出について
689,180

福祉局 福祉システム課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管及び集配業務委託にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
432

福祉局 福祉システム課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管及び集配業務委託にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
432

福祉局 福祉システム課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 平成30年度総合福祉システム関係事務用窓あき封筒の買入にかかる経費の支出について
689,180
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福祉局 福祉システム課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管及び集配業務委託にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
2,592

福祉局 福祉システム課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管及び集配業務委託にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
864

福祉局 障がい福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成30年度身体障がい者手帳無料診断制度にかかる委託料の支出について（十三市民病院12月分）
9,800

福祉局 障がい福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成30年度重度障がい者入浴サービス事業委託料の支出について（平成31年1月分）
17,563,000

福祉局 障がい福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障がい者福祉事業用　市内出張等交通費の支出について（１月分）
18,211

福祉局 障がい福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成30年度大阪市障がい者福祉関係業務委託受託事業者選定会議にかかる委員への報償金の支出について（第２回）
153,100

福祉局 障がい福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成３０年度特別障がい者手当等の障がい認定にかかる嘱託医報酬の支出について（１２～１月開催分）
148,500

福祉局 障がい福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成30年度身体障がい者手帳無料診断制度にかかる委託料の支出について（総合医療センター１月分）
69,660

福祉局 障がい福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成30年度大阪市障がい児等療育支援事業の支出について（10～12月）４事業所分
2,885,010

福祉局 障がい福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成３０年度特別障がい者手当等給付費の支出について（未支払等平成３１年２月決議分）
487,280

福祉局 障がい福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成３０年度特別障がい者手当等給付費の支出について（平成３１年２月決議分）
4,955,640

福祉局 障がい福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成３０年度大阪市住宅入居等支援事業にかかる委託料の支出について（旭区・２月分）
50,000

福祉局 障がい福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 平成31年度分重度障がい者等タクシー給付券（32枚綴）ほか６点の印刷にかかる同所要経費の支出について
5,793,660

福祉局 障がい福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 平成30年度手話通訳者養成研修事業にかかる分担金の支出について（第４四半期分）
1,961,000

福祉局 障がい福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 平成30年度盲ろう者通訳・介助者派遣事業及び養成事業にかかる分担金の支出について（第３四半期分）
11,306,909

福祉局 障がい福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 平成30年度盲ろう者通訳・介助者派遣事業及び養成事業にかかる分担金の支出について（第４四半期分）
247,500

福祉局 障がい福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成30年度第10回障がい者差別解消の推進に係る事例検討会議（平成31年２月21日開催）に係る報償費の支出について
51,320

福祉局 障がい福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　印刷製本費 障がい福祉課事務用　特別障がい者手当額改定通知書の作成経費の支出について
28,500

福祉局 障がい福祉課 平成31年03月15日
心身障害者扶養共済
事業会計

共済事業費 事業費 納付費 役務費　共済保険料 平成３０年度心身障がい者扶養共済事業納付金の支出について（平成３１年３月分）
3,410,600

福祉局 障がい福祉課 平成31年03月15日
心身障害者扶養共済
事業会計

共済事業費 事業費 給付費 負担金、補助及交付金　負担金 平成３０年度心身障がい者扶養共済事業弔慰金の支給について（２月決定分）
300,000

福祉局 障がい福祉課 平成31年03月15日
心身障害者扶養共済
事業会計

共済事業費 事業費 給付費 負担金、補助及交付金　負担金 平成３０年度心身障がい者扶養共済事業給付金（年金）の支出について（平成３１年３月分）
23,740,000

福祉局 障がい福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 障がい福祉事務用　特別障がい者手当等通知書送付用窓あき封筒外１点の作成及び同経費の支出について（下半期分）
101,520

福祉局 障がい福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成３０年度大阪市住宅入居等支援事業にかかる委託料の支出について（都島区・１月分）
50,000

福祉局 障がい福祉課 平成31年03月18日
心身障害者扶養共済
事業会計

共済事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 障がい福祉事務用　特別障がい者手当等通知書送付用窓あき封筒外１点の作成及び同経費の支出について（下半期分）
47,196

福祉局 障がい福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障がい者福祉事業用　障害保健福祉関係主管課長会議への出席（東京都）及び同所要経費の支出について
58,480

福祉局 障がい福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成３０年度大阪市重度障がい者等タクシー給付券実績確認等業務委託にかかる同所要経費の支出について（平成31年2月分）
393,300

福祉局 障がい福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成３０年度外国人心身障がい者給付金の支出について（第４四半期分）
4,560,000

福祉局 障がい福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成30年度身体障がい者手帳無料診断制度にかかる委託料の支出について（十三市民病院１月分）
19,290

福祉局 障がい福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度障がい者福祉バス借上補助金の支出について（第26号）
103,000

福祉局 障がい福祉課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　其他扶助金 平成３０年度地域移行支援利用交通費給付事業にかかる交通費の支給について（“COCOLO”相談支援センター・平成３１年２月分）
1,080

福祉局 障がい福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成30年度　大阪市聴覚言語障がい者コミュニケーション支援事業　タブレット端末レンタル経費の支出について（２月分）
3,996

福祉局 障がい福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度障がい者福祉バス借上補助金の支出について（第35号）
51,500

福祉局 障がい福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成30年度重度障がい者入浴サービス事業委託料の支出について（平成31年2月分）
17,753,200

福祉局 障がい福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成30年度重度障がい者入浴サービス事業委託料の支出について（平成30年12月分追加分）
12,500

福祉局 障がい福祉課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　其他扶助金 平成３０年度地域移行支援利用交通費給付事業にかかる交通費の支給について（ふれあいの里・平成３１年１月分）
700

福祉局 障がい福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 大阪市障がい者施策推進協議会　障がい者計画策定・推進部会委員用委員等報酬及び費用弁償の支出について（３月１４日開催）
247,500

福祉局 障がい福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 大阪市障がい者施策推進協議会　障がい者計画策定・推進部会委員用委員等報酬及び費用弁償の支出について（３月１４日開催）
5,270

福祉局 障がい福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 低濃度ＰＣＢ廃棄物収集運搬・処分業務（もと中央授産場　外１か所）にかかる所要経費の支出について
370,440

福祉局 障がい福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成30年度身体障がい者手帳無料診断制度にかかる委託料の支出について（総合医療センター２月分）
86,820

福祉局 障がい福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成３０年度　大阪市民間社会福祉施設等償還金補助金の支出について（ハニカム）
10,284,055

福祉局 障がい福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成３０年度　大阪市民間社会福祉施設等償還金補助金の支出について（今林の里）
7,848,600

福祉局 障がい福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成３０年度　大阪市民間社会福祉施設等償還金補助金の支出について（アテナ平和）
7,806,400

福祉局 障がい福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度　大阪市鉄道駅舎エレベーター等設置補助金の支出について（京阪電気鉄道　北浜駅）
13,000,000

福祉局 障がい福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成30年度重度障がい者等タクシー料金給付事業にかかる扶助費（平成31年2月分実績）の支出について
64,347,490

福祉局 障がい福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 「ヘルプカード」の買入及び同所要経費の支出について（障がい者福祉事業用）
17,172

福祉局 障がい福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　其他扶助金 平成３０年度地域移行支援利用交通費給付事業にかかる交通費の支給について（ふれあいの里・平成３１年２月分）
700

福祉局 障がい支援課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 償還事務センター事務用　書架ほか２点買入にかかる経費の支出について
203,040
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福祉局 障がい支援課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成30年度療養介護医療費（食事療養費）の支出について（平成31年１月提供２月請求分）
13,640

福祉局 障がい支援課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成30年度大阪市重症心身障がい者通所施設通所交通費（１月分）支払について
10,300

福祉局 障がい支援課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成30年度大阪市障がい者リハビリテーション促進事業費の支出について（第３四半期分）社会福祉法人　あさか会・特定非営利活動法人　光の友
241,548

福祉局 障がい支援課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成30年度大学修学支援にかかる移動支援サービス費の支出について（1月サービス提供・2月請求分）
66,400

福祉局 障がい支援課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成３０年度障がい児施設給付費（医療費点数外）の支出について（１月分）
22,840

福祉局 障がい支援課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市点字図書給付事業用扶助費の支出について（東淀川区第２５～２８号）
8,837

福祉局 障がい支援課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その６）
390,180

福祉局 障がい支援課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成30年度障がい福祉サービス費の支出について（１月サービス・２月請求分）その２
449,269

福祉局 障がい支援課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成30年度 障がい児通所支援にかかるやむを得ない事由による措置に要する費用の支出について（平成31年1月提供分）
786,388

福祉局 障がい支援課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成30年度 障がい児通所支援にかかるやむを得ない事由による措置に要する費用の支出について（平成31年１月提供分）
187,655

福祉局 障がい支援課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成30年度大阪市日中一時支援事業にかかる支出について（平成31年2月請求分）
1,540,150

福祉局 障がい支援課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成30年度移動支援サービス費の支出について（１月サービス・２月請求分）
40,420

福祉局 障がい支援課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 障がい支援区分認定審査会に係る報酬並びに費用弁償の支出について（平成30年12月分の口座不能分）
18,903

福祉局 障がい支援課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障がい支援区分認定審査会に係る報酬並びに費用弁償の支出について（平成30年12月分の口座不能分）
560

福祉局 障がい支援課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定に係る医師意見書作成料の支出について（１月請求分その８）口座不能分
5,400

福祉局 障がい支援課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その５）
385,470

福祉局 障がい支援課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい支援区分認定調査にかかる介添人派遣事業委託料の支出について（平成３０年１２月分）
2,000

福祉局 障がい支援課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高齢障がい者の介護保険サービス利用者負担軽減（新高額障がい福祉サービス費）の支出について（２月１５日払い分）口座振替不能分
3,224

福祉局 障がい支援課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成30年度障がい福祉サービス費の支出について（１月サービス・２月請求分）
20,000

福祉局 障がい支援課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成30年度大阪市障がい者リハビリテーション促進事業費の支出について（第３四半期分）社会福祉法人ヒューマンライツ福祉協会
295,560

福祉局 障がい支援課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成３０年度　第二子等放課後等デイサービス及び障がい児入所支援利用料軽減にかかる給付費の支払いについて（４～１２月請求分）その５
359,082

福祉局 障がい支援課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その８）
399,405

福祉局 障がい支援課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 「障がい支援区分認定調査業務委託（概算契約）長期継続」にかかる同所経費の支出について（平成３１年１月分）
6,069,600

福祉局 障がい支援課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度大阪市障がい者グループホーム整備費及び設備整備費補助金交付決定に係る同経費の支出について（一般社団法人　イエローリボン）
2,530,000

福祉局 障がい支援課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい福祉サービスに係るやむをえない事由による措置に要する費用の支出について（H30.12月～H31.1月サービス提供分）
466,191

福祉局 障がい支援課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成３０年度　障がい児給付費の支出について（１月提供２月審査分）
1,065,096,649

福祉局 障がい支援課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成３０年度　障がい福祉サービス費の支出について（１月提供２月審査分）
5,508,853,180

福祉局 障がい支援課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成３０年度　障がい福祉事業用移動支援費の支出について（１月提供２月審査分）
240,289,844

福祉局 障がい支援課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成３０年度　障がい児給付費の支出について（１月提供２月審査分）
5,842,460

福祉局 障がい支援課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その７）
387,630

福祉局 障がい支援課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その１１）
386,640

福祉局 障がい支援課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成30年度障がい支援区分認定調査にかかる支出について（平成31年2月分その1の①）　【大阪市外分】
183,600

福祉局 障がい支援課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成30年度大阪市障がい者リハビリテーション促進事業費の支出について（第３四半期分）社会福祉法人スワンなにわデイケアセンター夢の希
1,407,933

福祉局 障がい支援課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成３０年度障がい者訓練等通所交通費の支出について（１０月～１２月分）（１０）
8,523

福祉局 障がい支援課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成30年度大学修学支援にかかる移動支援サービス費の支出について（9月サービス提供・2月請求分）
4,000

福祉局 障がい支援課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その９）
393,030

福祉局 障がい支援課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成30年度障がい支援区分認定調査にかかる支出について（平成31年2月分その1の②）　【大阪市外分】
6,800

福祉局 障がい支援課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい福祉サービスに係るやむをえない事由による措置に要する費用の支出について（H31.1月サービス提供分）
151,539

福祉局 障がい支援課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい福祉サービスに係るやむをえない事由による措置に要する費用の支出について（H31.1月サービス提供分）
318,003

福祉局 障がい支援課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい福祉サービスに係るやむをえない事由による措置に要する費用の支出について（H31.1月サービス提供分）
514,610

福祉局 障がい支援課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その１２）
3,240

福祉局 障がい支援課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その１０）
370,241

福祉局 障がい支援課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪府国保連合会障がい福祉サービス費等支払手数料の支出について（２月受付分）
6,505,162

福祉局 障がい支援課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪府国保連合会移動支援費等支払手数料の支出について（２月受付分）
991,870

福祉局 障がい支援課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪府国保連合会障がい児給付費等支払手数料の支出について（２月受付分）
2,409,030

福祉局 障がい支援課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高齢障がい者の介護保険サービス利用者負担軽減（新高額障がい福祉サービス費）の支出について（３月１５日払い分）
1,280,138

福祉局 障がい支援課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成３０年度施設児童援護費（法外援護費）の支出について（１０～１月提供分）
25,049,029



平成30年度（平成31年３月）　公金支出情報

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

福祉局 障がい支援課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成30年度市内出張旅費（近接地）の支出について（１月分）
23,586

福祉局 障がい支援課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度「障がい福祉サービス費支払実績等管理ツール」の借入経費の支出について（２月分）
216,000

福祉局 障がい支援課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　業務統合端末等機器（総合福祉システム　新高額障がい福祉サービス等給付費関連事務）長期借入経費の支出について（２月分）
44,928

福祉局 障がい支援課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度大阪市障がい者グループホーム整備費及び設備整備費補助金交付決定に係る同経費の支出について（特定非営利活動法人　燦然会）
1,082,000

福祉局 障がい支援課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成30年度療養介護医療費（国保）1月診療2月審査分の支出について
19,652,260

福祉局 障がい支援課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障がい者自立支援医療（更生医療）用扶助費の支出について（国保後期高齢１月診療分）
4,686,491

福祉局 障がい支援課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障がい者自立支援医療（更生医療）用扶助費の支出について（国保１月診療分）
19,597,029

福祉局 障がい支援課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成30年度療養介護医療費（後期高齢）1月診療2月審査分の支出について
1,002,052

福祉局 障がい支援課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成３０年度障がい児施設医療費（国保５３）の支払について（１月診療２月審査分）
1,755,569

福祉局 障がい支援課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成３０年度障がい児施設医療費（国保７９医療費）の支払いについて（１月診療２月審査分）
948,923

福祉局 障がい支援課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成30年度大阪市障がい者リハビリテーション促進事業費の支出について（第３四半期分）社会福祉法人北区さつき会・社会福祉法人ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄ協会
565,308

福祉局 障がい支援課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成３０年度障がい児施設医療費（国保５３）の支払について（１月診療２月審査分）
915,295

福祉局 障がい支援課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成30年度　日常生活用具給付等事業（障がい者福祉電話事業用通信料）の支出について１月分（設置工事費No.5）
2,160

福祉局 障がい支援課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（３月請求分その１）
386,250

福祉局 障がい支援課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい者自立支援医療（更生医療）用扶助費及び委託料の支出について（社保１月診療・２月審査分）
252,694

福祉局 障がい支援課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成30年度レセプトの画像データ提供業務委託料（更生医療）２月提供分（１２月診療１月審査）の支出について
18,511

福祉局 障がい支援課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成30年度療養介護医療費（国保・審手）2月審査分の支出について
12,784

福祉局 障がい支援課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成30年度療養介護医療費（社保）２月審査支払手数料の支出について
681

福祉局 障がい支援課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成３０年度障がい児施設医療費（社保７９）の支払いについて（１月診療２月審査分）
6,053

福祉局 障がい支援課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい者自立支援医療（更生医療）用委託料の支出について（国保１月診療分２月審査分）
81,968

福祉局 障がい支援課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成30年度療養介護医療費（後期高齢・審手）2月審査分の支出について
1,175

福祉局 障がい支援課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成３０年度障がい児施設医療費（国保７９審査委託料）の支払いについて（１月診療２月審査分）
1,692

福祉局 障がい支援課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい者自立支援医療（更生医療）用委託料の支出について（国保後期高齢１月診療・２月審査分）
67,492

福祉局 障がい支援課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成３０年度障がい児施設医療費（国保５３審査委託料）の支払について（１月診療２月審査分）
5,452

福祉局 障がい支援課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 障がい支援区分認定端末等機器の借入の所要経費の支出について（平成３１年２月分）
18,144

福祉局 障がい支援課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障がい者自立支援医療（更生医療）用扶助費及び委託料の支出について（社保１月診療・２月審査分）
758,565,557

福祉局 障がい支援課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成30年度療養介護医療費（社保）1月診療分（２月審査分）の支出について
1,432,925

福祉局 障がい支援課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成30年度障がい福祉サービス費の支出について（１２月サービス・２月請求分）その３
10,000

福祉局 障がい支援課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成３０年度障がい児施設医療費（社保７９）の支払いについて（１月診療２月審査分）
9,360,801

福祉局 障がい支援課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成30年度 障がい児通所支援にかかるやむを得ない事由による措置に要する費用の支出について（平成31年2月提供分）
288,686

福祉局 障がい支援課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成３０年度大阪市難聴児補聴器給付事業用補聴器経費の支出について（第3036号）
55,710

福祉局 障がい支援課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成３０年度障がい児施設医療費（国保５３審査委託料）の支払について（１月診療２月審査分）
26,414

福祉局 障がい支援課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 大阪市障がい者グループホーム整備助成事業者選定会議に係る委員報酬等の支出について（平成31年３月８日開催分）
51,020

福祉局 障がい支援課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その１３）
329,115

福祉局 障がい支援課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成３０年度障がい児施設（措置費）の支出について（敷津浦学園２月実施及び精算分）
10,364,739

福祉局 障がい支援課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい者自立支援医療（更生医療）用委託料の支出について（介護訪問看護２月審査分）
95

福祉局 障がい支援課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障がい者自立支援医療（更生医療）用扶助費の支出について（介護訪問看護２月審査分）
5,074

福祉局 障がい支援課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい福祉サービスに係るやむをえない事由による措置に要する費用の支出について（H30.12月～31.1月サービス提供分）
437,181

福祉局 障がい支援課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 償還事務センター後納郵便料にかかる経費の支出について（高額障がい・２月請求分）
12,382

福祉局 障がい支援課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（３月請求分その２）
397,136

福祉局 障がい支援課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成30年度障がい支援区分認定調査にかかる支出について（平成31年2月分その1の③）　【大阪市外分】
6,800

福祉局 障がい支援課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成30年度療養介護医療費（食事療養費）の支出について（平成31年２月提供３月請求分）
10,880

福祉局 障がい支援課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市点字図書給付事業用扶助費の支出について（東淀川区第２１～２３号、住吉区第２５号）
71,700

福祉局 障がい支援課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成30年度大阪市重症心身障がい者通所施設通所交通費（２月分）支払について
9,150

福祉局 障がい支援課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市点字図書給付事業用扶助費の支出について（淀川区第５号、東淀川区第１９号、生野区第７号、平野区第７号）
13,200

福祉局 障がい支援課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（３月請求分その３）
370,545

福祉局 障がい支援課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成３０年度障がい児施設医療費（点数外）の支出について（治療材料分）３月申請分
38,461
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福祉局 障がい支援課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（３月請求分その４）
382,815

福祉局 障がい支援課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい支援区分認定調査手話通訳派遣事業にかかる支出について（平成31年２月分）
13,608

福祉局 障がい支援課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成３０年度大阪市難聴児補聴器給付事業用補聴器経費の支出について（第3037号）
61,900

福祉局 障がい支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 障がい支援区分認定審査会に係る報酬並びに費用弁償の支出について（平成31年2月分）
3,334,000

福祉局 障がい支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 障がい支援区分認定審査会に係る報酬並びに費用弁償の支出について（平成31年2月分）
97,070

福祉局 障がい支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい支援区分認定調査事業及び審査会事業に係る郵便料の支出について（平成31年２月分　料金後納分）
414,415

福祉局 障がい支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい支援区分認定調査事業及び審査会事業に係る郵便料の支出について（平成31年２月分　料金受取人払分）
94,067

福祉局 障がい支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成30年度公費負担医療受給者別一覧表及び過誤調整結果通知書の複写磁気媒体の作成業務委託料（１月診療２月審査３月提供分）の支出について
3,000

福祉局 障がい支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市緊急通報システム事業用委託料の支出について（３月分）
87,123

福祉局 障がい支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成３０年度障がい児施設（措置費）の支出について（２月実施及び精算分）
91,031,979

福祉局 障がい支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい福祉サービスに係るやむをえない事由による措置に要する費用の支出について（H30.11月～31.1月サービス提供分）
364,345

福祉局 障がい支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成30年度障がい福祉サービス費の支出について（２月サービス・３月請求分）その３
10,000

福祉局 障がい支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成３０年度障がい児施設医療費（点数外）の支出について（治療材料分）３月申請分
122,249

福祉局 障がい支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成30年度 障がい児通所支援にかかるやむを得ない事由による措置に要する費用の支出について（平成31年2月提供分）
785,764

福祉局 障がい支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成30年度 障がい児通所支援にかかるやむを得ない事由による措置に要する費用の支出について（平成31年2月提供分）
226,433

福祉局 障がい支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成30年度障がい福祉サービス費の支出について（２月サービス・３月請求分）その２
445,783

福祉局 障がい支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成30年度障がい福祉サービス費の支出について（２月サービス・３月請求分）
10,000

福祉局 障がい支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成30年度 障がい児通所支援の減免決定漏れによる追加支給に要する費用の支出について（平成29年７月～平成31年１月提供分）
7,925

福祉局 障がい支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成30年度移動支援サービス費の支出について（２月サービス・３月請求分）
43,240

福祉局 障がい支援課 平成31年03月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２４年度障害者医療費国庫負担金の額の再確定に伴う受入超過額の返還について
286,280

福祉局 運営指導課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい福祉サービス事業者指定・指導業務用　タブレット端末を活用した指導監査における所要経費の支出について（平成31年2月分通信費用）
3,998

福祉局 運営指導課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障がい福祉サービス事業者等指定・指導業務用　市内・近接地出張交通費の支出について（11～1月分）
136,613

福祉局 運営指導課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい福祉サービス事業者指定・指導業務用　料金後納郵便料の支出について（平成31年2月分）
17,427

福祉局 運営指導課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 障がい福祉サービス事業者指定・指導業務用　タブレット端末を活用した指導監査におけるリモートアクセスサービス経費の支出について（平成31年2月分）
853

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）シャープ替芯ほか２９点買入にかかる経費の支出について
114,588

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 需用費　消耗品費 いきいき百歳体操用おもりカバーの買入経費の支出について（その３）【第５回納品分】
200,000

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 介護予防教室事業用委託料の支出について（平成３１年１月実施分３回目）
865,800

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

委託料　委託料 平成３０年度大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（１月分３回目）
5,643,594

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

委託料　委託料 認知症高齢者見守りメール等配信システムサービス提供業務委託に係るＦＡＸ配信経費の支出について（平成３１年１月分）
132,883

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 平成30年度介護予防教室事業用委託料の支出について（１月実施分４回目）
1,248,282

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 介護予防教室事業用委託料の支出について（平成３１年１月実施分５回目）
968,778

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 緊急通報システム事業委託料（平成３１年１月稼働分）の支出について
5,699,187

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 平成30年度介護予防教室事業用委託料の支出について（１月実施分６回目）
696,438

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

委託料　委託料 緊急通報システム事業委託料（平成３１年１月稼働分）の支出について
3,111,750

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月08日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 旅費　普通旅費 （高齢福祉課職員用）平成３０年１０月分市内出張旅費（近接地含む）の支出について
240

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 （高齢福祉課職員用）平成３０年１０月分市内出張旅費（近接地含む）の支出について
47,941

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防ポイント事業管理業務委託先事業者選定会議の開催に係る所要経費の支出について（平成31年２月14日開催分）
52,780

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 介護予防教室事業用委託料の支出について（平成３１年１月実施分７回目）
1,076,976

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 平成30年度介護予防教室事業用委託料の支出について（１月実施分８回目）
303,912

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

報償費　報償金 平成30年度第3回大阪市地域包括支援センター運営協議会における参考人の招致にかかる経費の支出について
16,500

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

委託料　委託料 平成３０年度大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（１月分１回目）
66,600

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

使用料及賃借料　使用料 大阪市生活支援体制整備事業有識者会議及び研修会に係る会場使用料の支出について
11,200

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 平成30年度介護予防教室事業用委託料の支出について（１月実施分９回目）
627,480

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

報償費　報償金 平成30年度認知症等初期集中支援推進事業実務者会議（市域レベル）の開催にかかる支出について（平成31年１月３１日開催分）
70,540

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費
「若年性認知症を含む認知症の方の就労、社会参加等の支援のあり方調査研究事業」事業報告会への参加にかかる出張命令及び同所要経費の支出について
（H31年3月1日分） 42,220

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 （高齢福祉課職員用）平成３０年１１月分市内出張旅費（近接地含む）の支出について
47,073

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　筆耕翻訳料 平成30年度第２回大阪市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会記録調製業務（概算契約）に係る所要経費の支出について
21,384
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福祉局 高齢福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 日常生活用具給付事業にかかる電話設置費用等（平成３１年１月分）の支出について
17,604

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
介護予防・生活支援
サービス事業費

負担金、補助及交付金　負担金 第1号介護予防支援事業（介護予防ケアマネジメント費）の支出について（大阪府外住所地特例に係る負担金分）
524,600

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 負担金、補助及交付金　交付金 介護予防ポイント事業における介護支援活動交付金の支出について（1月分）
38,100

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

委託料　委託料 平成３０年度大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（１月分４回目）
916,252

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

委託料　委託料 認知症高齢者見守りネットワーク事業メール等配信システムサービス提供業務委託に係る経費の支出について（平成３１年２月分）
118,800

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

委託料　委託料 平成30年度特養入所待機者管理システム運用保守業務に係る委託経費の支出について（2月分）
65,199

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 平成３０年度老人保護措置費（やむを得ない事由による措置）の支出について【２月請求分】
2,207,885

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

報酬　其他委員等報酬 平成30年度第４回大阪市地域包括支援センター運営協議会にかかる経費の支出について（其他委員等報酬等）
231,000

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

報償費　報償金 平成30年度第4回大阪市地域包括支援センター運営協議会における参考人の招致にかかる経費の支出について
16,500

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

旅費　費用弁償 平成30年度第４回大阪市地域包括支援センター運営協議会にかかる経費の支出について（其他委員等報酬等）
9,780

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 緊急通報システム事業（家庭内の事故等への対応の体制整備に資する事業【緊急時駆けつけ対応業務】）業務委託の支出について（平成31年２月分）
4,104

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 平成３０年度老人保護措置費の支出について（養護老人ホーム・京都府立洛南寮　１月分精算・２月概算）
144,790

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 在日外国人高齢者給付金支給事業用未支給金の支出について（３月分・１回目）
10,000

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
介護予防・生活支援
サービス事業費

委託料　委託料 第1号介護予防支援事業（介護予防ケアマネジメント費）にかかる委託料及び負担金の支出について（平成31年2月審査分）
93,396,047

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
介護予防・生活支援
サービス事業費

委託料　委託料 選択型通所サービス健診実施業務委託料の支出について（平成３１年１月実施分）
24,234

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
介護予防・生活支援
サービス事業費

負担金、補助及交付金　負担金 第1号介護予防支援事業（介護予防ケアマネジメント費）にかかる委託料及び負担金の支出について（平成31年2月審査分）
467,261

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 需用費　消耗品費 いきいき百歳体操用おもりカバーの買入経費の支出について（その２）【第６回納品分】（完納）
260,280

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

報償費　報償金 平成30年度認知症等初期集中支援推進事業実務者会議（市域レベル）の開催にかかる支出について（平成31年１月３１日開催分）その２【２人分】
23,080

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

委託料　委託料 緊急通報システム事業（家庭内の事故等への対応の体制整備に資する事業【緊急時駆けつけ対応業務】）業務委託の支出について（平成31年２月分）
406,296

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 平成３０年度福祉電話の概算買入にかかる経費の支出について（２回目納入分）
250,560

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）社会福祉施設整備事務便覧追録６１４～６２３号にかかる買入経費の支出について
19,170

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）「社会福祉法人・施設の経営実務」追録１６０～１６２号にかかる買入経費の支出について
6,711

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 平成３０年度日常生活用具給付事業用電磁調理器の概算買入にかかる経費の支出について（１月分）
248,594

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 高齢福祉課火災警報器（連動型）設置業務委託費の支出について（平成３１年２月分）
160,056

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 平成30年度介護予防教室事業用委託料の支出について（２月実施分１回目）
309,852

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

使用料及賃借料　使用料 「特別養護老人ホーム入所待機者管理システム」にかかるレンタルサーバ長期借入にかかる同経費の支出について（平成31年2月分）
16,627

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 平成30年度第２回大阪市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会（平成31年２月１日開催）にかかる委員報酬等の支出について
363,000

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成30年度第２回大阪市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会（平成31年２月１日開催）にかかる委員報酬等の支出について
42,800

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 役務費　通信運搬費 平成30年度一般介護予防事業評価事業（アンケート調査）に係る調査票返送用郵便料金の支出について（平成31年２月分）
112,103

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

委託料　委託料 平成３０年度大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（２月分１回目）
16,920

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

委託料　委託料 平成３０年度大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（２月分１回目）
7,517,840

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 需用費　消耗品費 いきいき百歳体操用おもりカバーの買入経費の支出について（その１）第５回納品分【完納】
150,000

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 平成30年度介護予防教室事業用委託料の支出について（２月実施分３回目）
1,377,756

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 負担金、補助及交付金　交付金 介護予防ポイント事業における介護支援活動等及び生活支援活動交付金の支出について（２月分）
169,000

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 緊急通報システム事業委託料（平成３１年２月稼働分）の支出について
5,652,543

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
介護予防・生活支援
サービス事業費

報償費　報償金 平成30年度第2回大阪市介護予防ケアマネジメント検討会議振り返りのための会議にかかる報償金及び交通費の支出について
17,260

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
介護予防・生活支援
サービス事業費

報償費　報償金 平成30年度第2回大阪市介護予防ケアマネジメント検討会議振り返りのための会議にかかる報償金及び交通費の支出について
17,520

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
介護予防・生活支援
サービス事業費

報償費　報償金 平成30年度第2回大阪市介護予防ケアマネジメント検討会議振り返りのための会議にかかる報償金及び交通費の支出について
17,400

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 介護予防教室事業用委託料の支出について（平成３１年２月実施分４回目）
256,464

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 介護予防教室事業用委託料の支出について（平成３１年２月実施分２回目）
868,068

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

委託料　委託料 平成３０年度大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（２月分２回目）
8,033,676

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

委託料　委託料 平成３０年度大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（２月分１回目）
84,240

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

委託料　委託料 緊急通報システム事業委託料（平成３１年２月稼働分）の支出について
3,086,100

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 （高齢福祉課職員用）平成３０年１２月分市内出張旅費（近接地含む）の支出について
40,536

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 平成３０年度老人保護措置費の支出について（養護老人ホーム・佐用町立佐用朝霧園２月分精算：３月分概算）
215,470

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 平成３０年度老人保護措置費の支出について（養護老人ホーム・西宮市立寿園　２月分精算）
386,100

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 平成３０年度老人保護措置費の支出について（養護老人ホーム・堺市立八田荘老人ホーム・２月分）
145,250
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福祉局 高齢福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成３０年度養護老人ホーム入所者日常生活支援費の支出について（西宮市立寿園：３月分）
2,000

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

委託料　委託料 平成３０年度大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（２月分３回目）
7,716,457

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

扶助費　其他扶助金 介護用品支給事業用介護用品代金の支出について（１月利用・３月請求分）
9,311,860

福祉局 高齢福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成29年度地域支援事業交付金の受入超過に伴う還付金の支出について（国費）
455,901,589

福祉局 高齢施設課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市施設開設準備経費補助金の支払いについて【ふれ愛の館しおん地域密着型特別養護老人ホーム】
23,200,000

福祉局 高齢施設課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 高齢施設課における市内出張交通費（平成３０年１２月分）の支出について
8,584

福祉局 高齢施設課 平成31年03月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 高齢施設課における市内出張交通費（平成３０年１２月分）の支出について
2,664

福祉局 高齢施設課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度大阪市民間老人福祉施設等整備費補助金額の支払いについて【ふれ愛の館しおん地域密着型特別養護老人ホーム】
86,681,000

福祉局 高齢施設課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市施設開設準備経費補助金の支払いについて【特別養護老人ホーム　網島の郷】
72,000,000

福祉局 高齢施設課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン機器等（Ｈ30.6導入）長期借入にかかる支出について（平成31年2月分）
1,322

福祉局 高齢施設課 平成31年03月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン機器等（Ｈ30.6導入）長期借入にかかる支出について（平成31年2月分）
2,350

福祉局 高齢施設課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分高齢施設課・介護保険課移管事務用郵便料金の支出について
8,798

福祉局 高齢施設課 平成31年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分高齢施設課・介護保険課移管事務用郵便料金の支出について
5,592

福祉局 高齢施設課 平成31年03月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 平成３１年２月分特別養護老人ホーム入所申込者アンケート調査郵便料金の支出について
20,089

福祉局 高齢施設課 平成31年03月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 第７８回大阪市地域密着型サービス運営委員会の開催に係る所要経費の支出について
81,000

福祉局 高齢施設課 平成31年03月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 第７８回大阪市地域密着型サービス運営委員会の開催に係る所要経費の支出について
4,280

福祉局 高齢施設課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 大阪市立介護老人保健施設の賃料算定業務にかかる経費の支出について
16,262,640

福祉局 高齢施設課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度大阪市民間老人福祉施設等整備費補助金額の支払いについて【特別養護老人ホーム（仮称）城東さくら苑】
440,985,600

福祉局 高齢施設課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度大阪市民間老人福祉施設等整備費補助金額の支払いについて【（仮称）特別養護老人ホームともしび苑】
282,112,000

福祉局 いきがい課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 工事請負費　改修工事費 平成30年度　大正区老人福祉センターほか１施設受変電設備改修工事に関する経費の支出について
418,921

福祉局 いきがい課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 工事請負費　改修工事費 住之江区老人福祉センターデイルーム空調設備改修工事に関する経費の支出について
802,440

福祉局 いきがい課 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 工事請負費　改修工事費 平成30年度　大正区老人福祉センターほか１施設受変電設備改修工事に関する経費の支出について
434,279

福祉局 いきがい課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度大阪市高齢者入浴利用料割引事業補助金の支出について（事業の廃止：神崎温泉）
21,760

福祉局 いきがい課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 いきがい課事務用品　ラベルシールほか４点買入に関する経費の支出について
18,738

福祉局 いきがい課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 工事請負費　改修工事費 東淀川区老人福祉センター非常放送設備改修工事に関する経費の支出について
673,920

福祉局 いきがい課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 もといきいきエイジングセンター電気使用料の支出について（２月請求分）
147,789

福祉局 いきがい課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成30年度敬老優待乗車証交付申請書封入封緘等業務委託（概算契約）経費の支出について（２月分）
97,156

福祉局 いきがい課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成30年度大阪市敬老優待乗車証データ媒体変換処理業務委託（概算契約）経費の支出について（２月分）
93,132

福祉局 いきがい課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 もといきいきエイジングセンター上下水道使用料の支出について（３月請求分）
1,512

福祉局 いきがい課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 敬老優待乗車証用交付申請書等郵送料（２月分）の支出について
352,918

福祉局 いきがい課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 もといきいきエイジングセンターに関する機械警備業務委託経費の支出について（２月分）
45,900

福祉局 いきがい課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成３０年度大阪市敬老優待乗車証（ＩＣカード）５年次更新にかかる申請受付業務委託（単価契約）（１月分）の支出について
614,431

福祉局 いきがい課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 工事請負費　改修工事費 住之江区老人福祉センター他２施設火災受信機改修その他工に関する経費の支出について
771,120

福祉局 いきがい課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　交付金 バス交通料金福祉措置に関する交付金（敬老優待乗車証による利用料金１月分）の支出について
114,366,160

福祉局 いきがい課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　交付金 地下鉄交通料金福祉措置に関する交付金（敬老優待乗車証による利用料金１月分）の支出について
286,877,756

福祉局 いきがい課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成３０年度敬老優待乗車証（ＩＣカード）発行・管理業務（単価契約）（１月分）の支出について
24,451,392

福祉局 いきがい課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 もといきいきエイジングセンター管理費等の支出について（３月分）
782,600

福祉局 いきがい課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 もといきいきエイジングセンター修繕積立金の支出について（３月分）
1,169,040

福祉局 いきがい課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成30年度いきがい課市内出張交通費の支払について(２月分)
11,200

福祉局 いきがい課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成３０年度敬老優待乗車証（ＩＣカード）発行・管理業務（単価契約）（２月分）の支出について
12,166,295

福祉局 いきがい課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 もと大国町老人憩の家に関する廃棄物収集・運搬及び処分業務委託経費の支出について
1,804,728

福祉局 介護保険課 平成31年03月01日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、３月分還付用資金前渡金の支出について（窓口、歳出）
860,000

福祉局 介護保険課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 居宅サービス事業者及び障がい福祉サービス事業者等指定申請受付等業務委託にかかる所要経費の支出について（平成３１年１月分）
534,000

福祉局 介護保険課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 大阪市認定事務センターにおける複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入に係る所要経費の支出について（１月分）
3,132

福祉局 介護保険課 平成31年03月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 居宅サービス事業者及び障がい福祉サービス事業者等指定申請受付等業務委託にかかる所要経費の支出について（平成３１年１月分）
2,136,000

福祉局 介護保険課 平成31年03月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 大阪市認定事務センターにおける複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入に係る所要経費の支出について（１月分）
3,132

福祉局 介護保険課 平成31年03月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（1月分⑦）
5,400
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福祉局 介護保険課 平成31年03月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（1月分⑥）
3,240

福祉局 介護保険課 平成31年03月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 関西７都市介護保険担当課長会議（後期）にかかる職員の出席及び同所要経費の支出について
37,440

福祉局 介護保険課 平成31年03月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用『介護保険法の実務　追録第１６５号　ほか５点』 買入経費の支出について
19,313

福祉局 介護保険課 平成31年03月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険関係法令実務便覧　追録第365－377号　ほか１点の買入経費の支出について
381,096

福祉局 介護保険課 平成31年03月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険関係法令実務便覧　追録第378－383号 ほか１点の買入経費の支出について
388,974

福祉局 介護保険課 平成31年03月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用『高齢者介護手続マニュアル　追録第６５号　ほか１点』 買入経費の支出について
8,400

福祉局 介護保険課 平成31年03月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務用市内出張交通費（1月分）の支出について
6,422

福祉局 介護保険課 平成31年03月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険指定指導業務用朱肉 外22点の買入経費の支出について
50,576

福祉局 介護保険課 平成31年03月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 介護保険保険者事務共同処理事務にかかる委託料の支出について（1月分）
1,733,810

福祉局 介護保険課 平成31年03月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 介護保険保険者事務共同処理事務にかかる委託料の支出について（第三者行為求償事務２月請求分）
9,078

福祉局 介護保険課 平成31年03月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 要介護認定事務用「ホッチキス」の買入経費の支出について
20,671

福祉局 介護保険課 平成31年03月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（1月分②）
3,240

福祉局 介護保険課 平成31年03月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（１月分⑤）
19,440

福祉局 介護保険課 平成31年03月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（1月分④）
3,780

福祉局 介護保険課 平成31年03月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（１月分③）
12,960

福祉局 介護保険課 平成31年03月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（１月分⑧）
9,720

福祉局 介護保険課 平成31年03月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（１月分【他】②）
61,560

福祉局 介護保険課 平成31年03月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（1月分⑩）
106,198

福祉局 介護保険課 平成31年03月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（1月分【他】①）
51,840

福祉局 介護保険課 平成31年03月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（１月分⑦）
53,352

福祉局 介護保険課 平成31年03月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（1月分⑨）
63,486

福祉局 介護保険課 平成31年03月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（１月分⑥）
51,840

福祉局 介護保険課 平成31年03月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（1月分【他】③）
6,480

福祉局 介護保険課 平成31年03月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

委託料　委託料 介護保険保険者事務共同処理事務にかかる委託料の支出について（1月分）
203,760

福祉局 介護保険課 平成31年03月11日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　印刷製本費 介護保険制度パンフレット（外国語版）の印刷業務経費の支出について
522,072

福祉局 介護保険課 平成31年03月11日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 平成30年度　大阪市認定事務センター電話料金に係る経費の支出について（１月分・ＮＴＴコミュニケーションズ分）
1,350

福祉局 介護保険課 平成31年03月11日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（２月分①）
85,320

福祉局 介護保険課 平成31年03月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（２月分①）
4,320

福祉局 介護保険課 平成31年03月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（1月分【他】④）
55,080

福祉局 介護保険課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪市社会福祉研修・情報センター施設維持管理経費分担金の支出について（平成30年度第３四半期分）
220,984

福祉局 介護保険課 平成31年03月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（２月分②）
83,160

福祉局 介護保険課 平成31年03月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成30年度要介護認定調査業務委託（概算契約）長期継続に係る所要経費の支出について（１月分）
62,515,380

福祉局 介護保険課 平成31年03月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪市社会福祉研修・情報センター施設維持管理経費分担金の支出について（平成30年度第３四半期分）
1,590,358

福祉局 介護保険課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 平成30年度第１回大阪市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会介護保険部会の開催にかかる委員報酬等の支出について
132,000

福祉局 介護保険課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成30年度第１回大阪市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会介護保険部会の開催にかかる委員報酬等の支出について
5,800

福祉局 介護保険課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成30年８月分介護保険指定指導事務市内出張旅費の支出について
18,284

福祉局 介護保険課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成30年９月分介護保険指定指導事務市内出張旅費の支出について
17,816

福祉局 介護保険課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険事業者緊急情報提供用ファクシミリ一斉送信サービス利用による同所要経費の支出について（平成31年1月分）
18,993

福祉局 介護保険課 平成31年03月15日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 平成30年９月分介護保険指定指導事務市内出張旅費の支出について
69,408

福祉局 介護保険課 平成31年03月15日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 平成30年８月分介護保険指定指導事務市内出張旅費の支出について
75,641

福祉局 介護保険課 平成31年03月15日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事業者緊急情報提供用ファクシミリ一斉送信サービス利用による同所要経費の支出について（平成31年1月分）
45,645

福祉局 介護保険課 平成31年03月15日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成30年度介護保険関係帳票封入封緘作業等業務委託（概算契約）の所要経費の支出について（平成31年2月分）
42,154

福祉局 介護保険課 平成31年03月15日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 介護保険制度パンフレット（日本語版）にかかるデザイン・版下作成経費の支出について
31,320

福祉局 介護保険課 平成31年03月15日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成30年度介護保険関係帳票封入封緘作業等業務委託（概算契約）の所要経費の支出について（平成31年2月分）
77,474

福祉局 介護保険課 平成31年03月15日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成30年度介護保険関係帳票封入封緘作業等業務委託（概算契約）の所要経費の支出について（平成31年2月分）
309,532

福祉局 介護保険課 平成31年03月15日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成30年度介護保険関係帳票封入封緘作業等業務委託（概算契約）の所要経費の支出について（平成31年2月分）
295,608

福祉局 介護保険課 平成31年03月15日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成30年度介護保険関係帳票封入封緘作業等業務委託（概算契約）の所要経費の支出について（平成31年2月分）
213,202
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福祉局 介護保険課 平成31年03月15日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（1月分⑫）
32,400

福祉局 介護保険課 平成31年03月15日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費 介護サービス等給付費 負担金、補助及交付金　負担金 平成30年度介護サービス等給付費の支払いについて（2月支給決定分）
61,174,125

福祉局 介護保険課 平成31年03月15日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
介護予防サービス等給
付費

負担金、補助及交付金　負担金 平成30年度介護予防サービス等給付費の支払いについて（2月支給決定分）
36,927,004

福祉局 介護保険課 平成31年03月15日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
高額介護サービス等給
付費

負担金、補助及交付金　負担金 平成30年度高額介護サービス費等給付費の支払いについて（2月支給決定分）
230,950,032

福祉局 介護保険課 平成31年03月15日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
高額医療合算介護
サービス等給付費

負担金、補助及交付金　負担金 平成30年度高額医療合算介護サービス等給付費の支払いについて（2月支給決定分）
237,528

福祉局 介護保険課 平成31年03月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
介護予防・生活支援
サービス事業費

負担金、補助及交付金　負担金 平成30年度高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業給付費の支払いについて（2月支給決定分）
1,066,666

福祉局 介護保険課 平成31年03月15日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、３月分還付金の支出について（口座、歳出）
395,184

福祉局 介護保険課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　印刷製本費 大阪市介護認定審査会委員及び大阪市障がい支援区分認定審査会委員の委嘱状にかかる印影印刷経費の支出について
720

福祉局 介護保険課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　印刷製本費 大阪市介護認定審査会委員及び大阪市障がい支援区分認定審査会委員の委嘱状にかかる印影印刷経費の支出について
3,978

福祉局 介護保険課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支出について（1月分）
48,165,840

福祉局 介護保険課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（1月分【他】⑤）
32,400

福祉局 介護保険課 平成31年03月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（２月分③）
86,400

福祉局 介護保険課 平成31年03月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（２月分④）
100,440

福祉局 介護保険課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度居宅サービス事業者及び障がい福祉サービス事業者等指定申請受付等業務委託用端末機器等　長期借入に係る支出について（平成31年２月分）
2,401

福祉局 介護保険課 平成31年03月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険料催告書同封ビラ他1点の作成経費の支出について
7,344

福祉局 介護保険課 平成31年03月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　印刷製本費 介護保険料催告書同封ビラ他1点の作成経費の支出について
61,300

福祉局 介護保険課 平成31年03月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度居宅サービス事業者及び障がい福祉サービス事業者等指定申請受付等業務委託用端末機器等　長期借入に係る支出について（平成31年２月分）
16,067

福祉局 介護保険課 平成31年03月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（２月分⑤）
89,640

福祉局 介護保険課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 平成30年度第１回大阪市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会介護保険部会の開催にかかる委員報酬等の支出について（その２）
16,500

福祉局 介護保険課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成30年度　指定事業者台帳等管理システム保守業務委託経費の支出について（２月分）
24,300

福祉局 介護保険課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　手数料 介護保険特別対策用審査支払経費の支出について（平成31年2月審査分）
380

福祉局 介護保険課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　手数料 介護保険特別対策用審査支払経費の支出について（平成31年2月審査分）
95

福祉局 介護保険課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 介護保険特別対策用利用経費の支出について（平成31年2月審査分）
54,190

福祉局 介護保険課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 介護保険特別対策用利用経費の支出について（平成31年2月審査分）
2,953

福祉局 介護保険課 平成31年03月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成30年度　指定事業者台帳等管理システム保守業務委託経費の支出について（２月分）
56,700

福祉局 介護保険課 平成31年03月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 平成30年度要介護（要支援）認定事務用「認定結果等共通封筒　ほか４点」の買入に係る所要経費の支出について（第３回分納分（最終））
433,296

福祉局 介護保険課 平成31年03月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（２月分⑥）
89,640

福祉局 介護保険課 平成31年03月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成３０年度要介護認定調査の手話通訳派遣事業に係る委託料の支出について（２月分）
36,288

福祉局 介護保険課 平成31年03月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成３０年度要介護認定調査の外国語通訳に係る委託料の支出について（２月分）
1,512

福祉局 介護保険課 平成31年03月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（1月分⑪）
832,680

福祉局 介護保険課 平成31年03月22日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費 介護サービス等給付費 負担金、補助及交付金　負担金 介護給付費の支出について（平成31年2月審査分）
18,190,611,349

福祉局 介護保険課 平成31年03月22日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
介護予防サービス等給
付費

負担金、補助及交付金　負担金 介護給付費の支出について（平成31年2月審査分）
500,440,257

福祉局 介護保険課 平成31年03月22日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
高額介護サービス等給
付費

負担金、補助及交付金　負担金 高額介護サービス費の支払いについて（平成31年2月審査分）
368,040,635

福祉局 介護保険課 平成31年03月22日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
特定入所者介護サービ
ス等給付費

負担金、補助及交付金　負担金 特定入所者介護サービス費等の支出について（平成31年2月審査分）
552,119,059

福祉局 介護保険課 平成31年03月22日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費 審査支払費 委託料　委託料 介護給付費審査支払業務委託料の支出について（平成31年2月審査分）
16,970,734

福祉局 介護保険課 平成31年03月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
介護予防・生活支援
サービス事業費

委託料　委託料 介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払業務委託料の支払について（平成31年2月審査分）
2,618,918

福祉局 介護保険課 平成31年03月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
介護予防・生活支援
サービス事業費

負担金、補助及交付金　負担金 介護予防・日常生活支援総合事業費の支払いについて（平成31年2月審査分）
810,699,307

福祉局 介護保険課 平成31年03月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

報酬　其他委員等報酬 介護保険事業者調査員（非常勤嘱託職員）の通勤災害にかかる休業補償（休業援護金）及び療養補償の支出について
32,692

福祉局 介護保険課 平成31年03月22日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、2月分年金保険者還付金の支出について
83,896

福祉局 介護保険課 平成31年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 報酬　其他委員等報酬 介護認定審査会委員の報酬及び費用弁償の支出について（２月分）
32,766,500

福祉局 介護保険課 平成31年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　費用弁償 介護認定審査会委員の報酬及び費用弁償の支出について（２月分）
341,070

福祉局 介護保険課 平成31年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（２月分）
8,035,949

福祉局 介護保険課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 「大阪市認定事務センター業務委託　長期継続」に係る同所要経費の支出について（平成31年1月分）
4,857,030

福祉局 介護保険課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成30年10月分介護保険指定指導事務市内出張旅費の支出について
19,067

福祉局 介護保険課 平成31年03月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務用市内出張交通費（2月分）の支出について
11,592

福祉局 介護保険課 平成31年03月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 平成30年10月分介護保険指定指導事務市内出張旅費の支出について
82,922

福祉局 介護保険課 平成31年03月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事業者指定指導業務庁内情報利用モバイル端末（IPad）利用料（平成31年2月分）の支出について
3,890
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福祉局 介護保険課 平成31年03月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 「大阪市認定事務センター業務委託　長期継続」に係る同所要経費の支出について（平成31年1月分）
35,021,970

福祉局 介護保険課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成30年11月分介護保険指定指導事務市内出張旅費の支出について
12,336

福祉局 介護保険課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険指定・指導等事務用料金後納郵便（平成31年2月分）の支出について
1,796

福祉局 介護保険課 平成31年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 平成30年11月分介護保険指定指導事務市内出張旅費の支出について
70,900

福祉局 介護保険課 平成31年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険料納付済額のお知らせハガキ作成経費の支出について
356,832

福祉局 介護保険課 平成31年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（２月分）の支出について
1,473,242

福祉局 介護保険課 平成31年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険指定・指導等事務用料金後納郵便（平成31年2月分）の支出について
38,161

福祉局 介護保険課 平成31年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（２月分）の支出について
323,068

福祉局 介護保険課 平成31年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（２月分）の支出について
989,519

福祉局 介護保険課 平成31年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事業者緊急情報提供用ファクシミリ一斉送信サービス利用による同所要経費の支出について（平成31年2月分）
15,999

福祉局 介護保険課 平成31年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（２月分）の支出について
131,888

福祉局 介護保険課 平成31年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（２月分）の支出について
759,350

福祉局 介護保険課 平成31年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（２月分⑧）
27,000

福祉局 介護保険課 平成31年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（２月分⑦）
96,120

福祉局 介護保険課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　筆耕翻訳料 平成30年度第1回大阪市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会介護保険部会に係る会議録調製業務の契約及び同所要経費の支出について
21,384

福祉局 介護保険課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 大阪市認定事務センター事務用コピー代金の支出について（2月分）
82,762

福祉局 介護保険課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター庁内情報通信使用料の支出について（２月分）
626

福祉局 介護保険課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 居宅サービス事業者及び障がい福祉サービス事業者等指定申請受付等業務委託にかかる所要経費の支出について（平成３１年２月分）
534,000

福祉局 介護保険課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 大阪市認定事務センターにおける複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入に係る所要経費の支出について（２月分）
3,132

福祉局 介護保険課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成30年12月分介護保険指定指導事務市内出張旅費の支出について
15,303

福祉局 介護保険課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 平成30年12月分介護保険指定指導事務市内出張旅費の支出について
62,575

福祉局 介護保険課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 居宅サービス事業者及び障がい福祉サービス事業者等指定申請受付等業務委託にかかる所要経費の支出について（平成３１年２月分）
2,136,000

福祉局 介護保険課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 大阪市認定事務センター事務用コピー代金の支出について（2月分）
414,109

福祉局 介護保険課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター庁内情報通信使用料の支出について（２月分）
4,504

福祉局 介護保険課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（３月分①）
85,320

福祉局 介護保険課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 大阪市認定事務センターにおける複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入に係る所要経費の支出について（２月分）
3,132

福祉局 介護保険課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、年金保険者還付金の支出について（日本私立学校共済年金、歳入）
12,500

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　［薬剤部］おくすり手帳の買入実施及び同所要経費の支出について
3,218

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　スチーム式加湿器の買入及び同所要経費の支出について
75,384

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 平成30年度　附属病院運営用　医学用図書（異常値の出るメカニズム 第7版ほか２点）買入経費の支出について
3,802

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 備品購入費　図書購入費 平成30年度　附属病院運営用　医学用図書（異常値の出るメカニズム 第7版ほか２点）買入経費の支出について
40,586

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 旅費　普通旅費 管理運営用　大阪市立弘済院　市内等出張旅費の支出について（平成３１年２月支払分）（その２）
32,970

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院運営用　１月分医薬品（全血展開液　他１点）の買入にかかる経費の支出について
2,872

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院運営用　１月分医薬品（プレベナー１３水性懸濁注）の買入にかかる経費の支出について
7,774

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 平成30年度大阪市立弘済院乾式電子複写機借入（単価契約）の支出について（平成31年1月分）
9,324

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 平成30年度大阪市立弘済院ねずみ・害虫等防除及び駆除業務委託にかかる所要経費の支出について（平成31年２月分）
20,700

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 平成30年度大阪市立弘済院乾式電子複写機借入（単価契約）の支出について（平成31年1月分）
3,418

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 平成30年度大阪市立弘済院乾式電子複写機借入（単価契約）の支出について（平成31年1月分）
42,668

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　医療用雑誌（看護　日本看護協会機関誌　外13点）の買入及び同所要経費の支出について
317,323

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　平成30年度全国自治体病院協議会　診療報酬管理研修会参加に係る参加経費（テキスト代）の支出について
9,000

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　手数料 附属病院運営用　平成30年度全国自治体病院協議会　診療報酬管理研修会参加に係る参加経費（テキスト代）の支出について
324

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 平成30年度　微生物・病理検査を補完する項目外検査業務委託（概算契約）（その２）の実施にかかる経費の支出について（１月分）
3,888

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 平成30年度　大阪市立弘済院附属病院　微生物検査業務委託（概算契約）にかかる委託料の支出について（１月分）
49,026

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年２月分）
3,124

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　光熱水費 弘済院事業用　上下水道料金の支出について　平成31年２月分（平成30年12月７日～平成31年２月７日）
1,475

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　光熱水費 弘済院事業用　上下水道料金の支出について　平成31年２月分（平成30年12月７日～平成31年２月７日）
19,958

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第2特養運営用　金庫鍵の買入の実施及び同所要経費の支出について
3,862
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福祉局 弘済院管理課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用・第２特養運営用　蛍光ランプほか１点の買入にかかる所要経費の支出について
8,424

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　光熱水費 弘済院事業用　上下水道料金の支出について　平成31年２月分（平成30年12月７日～平成31年２月７日）
646,660

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　光熱水費 弘済院事業用　上下水道料金の支出について　平成31年２月分（平成30年12月７日～平成31年２月７日）
355,460

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 平成３０年度大阪市立弘済院玄関マット借入にかかる契約変更及び同所要経費の支出について（平成３１年２月分）
7,128

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用［事務用品］ＣＤ－Ｒ　ほか１１点の買入及び同所要経費の支出について
76,609

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 管理運営用・第２特養運営用　蛍光ランプほか１点の買入にかかる所要経費の支出について
1,728

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年２月分）
26,892

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　光熱水費 弘済院事業用　上下水道料金の支出について　平成31年２月分（平成30年12月７日～平成31年２月７日）
316,072

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　光熱水費 弘済院事業用　上下水道料金の支出について　平成31年２月分（平成30年12月７日～平成31年２月７日）
623,386

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 平成30年度大阪市立弘済院高圧電力用指示計器（電力計・力率計）取替作業の実施及び同所要経費の支出について
108,000

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 平成３０年度大阪市立弘済院玄関マット借入にかかる契約変更及び同所要経費の支出について（平成３１年２月分）
7,905

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 管理運営用　平成30年度大阪市立弘済院　臨時職員特定業務従事者健康診断・特殊健康診断業務委託（概算契約）の所要経費の支出について
57,780

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 第２特養運営用　弘済院処遇等管理支援システム機器　長期借入にかかる所要経費の支出について（平成31年2月分）
60,696

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 役務費　通信運搬費 第2特養運営用　通信事務用切手の購入について
1,762

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　手数料 附属病院運営用　医療安全推進者養成講座受講料の支出について
432

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　電子カルテ・オーダリングシステム　検査部門システム（電子内視鏡システム）連携業務委託の実施にかかる経費の支出について
718,200

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 負担金、補助及交付金　会費 附属病院運営用　医療安全推進者養成講座受講料の支出について
30,000

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 平成30年度大阪市立弘済院新聞購読（毎日新聞）及び同所要経費の支出について（平成30年10～12月分）
9,024

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 平成30年度大阪市立弘済院新聞購読（朝日新聞・日刊スポーツ）及び同所要経費の支出について（平成30年4～6月分）
12,111

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 平成30年度大阪市立弘済院新聞購読（朝日新聞・日刊スポーツ）及び同所要経費の支出について（平成30年7～9月分）
12,111

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 平成30年度大阪市立弘済院不燃性廃棄物等収集運搬業務委託（単価契約）（その２）の委託料の支出について（平成30年10月分）
38,232

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 平成30年度大阪市立弘済院不燃性廃棄物等収集運搬業務委託（単価契約）（その２）の委託料の支出について（平成30年８月分）
25,488

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 平成30年度大阪市立弘済院不燃性廃棄物等収集運搬業務委託（単価契約）（その２）の委託料の支出について（平成30年７月分）
28,674

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 平成30年度大阪市立弘済院新聞購読（朝日新聞・日刊スポーツ）及び同所要経費の支出について（平成30年7～9月分）
10,059

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 平成30年度大阪市立弘済院新聞購読（朝日新聞・日刊スポーツ）及び同所要経費の支出について（平成30年4～6月分）
10,059

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 役務費　手数料 平成３０年度　大阪市立弘済院医療用衣類等洗濯業務委託（概算契約）にかかる所要経費の支出について（平成３１年２月分）
204,509

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　手数料 平成３０年度　大阪市立弘済院医療用衣類等洗濯業務委託（概算契約）にかかる所要経費の支出について（平成３１年２月分）
179,377

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 平成30年度　附属病院運営用　放射線科読影レポート用音声認識ソフト及び保守サポート証書（その２）買入経費の支出について
574,364

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 平成30年度　附属病院運営用　放射線科読影レポート用音声認識ソフト及び保守サポート証書（その２）買入経費の支出について
57,436

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　大阪市立弘済院附属病院　フレグランスディフューザー借入にかかる経費の支出について（２月分）
23,220

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 備品購入費　機械器具費 附属病院運営用　インタ－ネット接続機器（ルーター）の買入にかかる経費の支出について
193,968

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 平成30年度大阪市立弘済院新聞購読（読売新聞）及び同所要経費の支出について（平成30年10～12月分）
12,111

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 平成30年度大阪市立弘済院新聞購読（読売新聞）及び同所要経費の支出について（平成30年4～6月分）
12,111

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用・第２特養運営用　カラーペーパーほか５点の買入にかかる所要経費の支出について
79,704

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用・第２特養運営用　色柄物用漂白剤　詰め替え用ほか１１点の買入にかかる所要経費の支出について
8,791

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 平成30年度大阪市立弘済院新聞購読（読売新聞）及び同所要経費の支出について（平成30年7～9月分）
12,111

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 平成30年度大阪市立弘済院設備管理・保守点検業務委託の実施及び同所要経費の支出について（平成31年2月分）
1,928,700

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度庁内情報利用パソコン等機器（福祉局弘済院）一式長期借入にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
32,765

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度　LGWAN接続系利用パソコン等機器（福祉局弘済院）一式長期借入にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
5,375

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度庁内情報利用パソコン等機器（福祉局弘済院）（２）一式長期借入にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
95,730

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　庁内情報利用パソコン等機器（福祉局弘済院）一式長期借入にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
97,070

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入の実施について（平成31年2月分）
44,982

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用・第２特養運営用　カラーペーパーほか５点の買入にかかる所要経費の支出について
2,501

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用・第２特養運営用　色柄物用漂白剤　詰め替え用ほか１１点の買入にかかる所要経費の支出について
28,868

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第2特養運営用　アクティビティ用生花（2月分）の買入の実施及び同所要経費の支出について
5,400

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　弘済院第２特別養護老人ホーム　オートソープディスペンサー借入にかかる所要経費の支出について（平成31年2月分）
8,694

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　［医事課］クリアファイル（裏面　病院案内図入り）の買入の実施及び同所要経費の支出について
62,532
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福祉局 弘済院管理課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　備品修繕料 附属病院運営用　大阪市立弘済院附属病院中央厨房　電気湿温蔵庫　修理の実施及び同所要経費の支出について
49,140

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　平成３０年度　大阪市立弘済院附属病院物品搬送業務の実施及び同所要経費の支出について
417,960

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　光回線利用に伴う回線接続業務委託の実施にかかる経費の支出について
91,368

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院附属病院医療情報システム再構築・運用保守業務委託（長期継続契約）にかかる委託料の支出について（平成３１年２月分）
600,210

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第2特養運営用　アクティビティ用有機培養土 外2点の買入の実施及び同所要経費の支出について
11,525

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院運営用　応援医師報償金の支出について（２月分）
1,455,920

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 旅費　普通旅費 附属病院運営用　平成30年度全国自治体病院協議会　診療報酬管理研修会参加にかかる旅費の支出について
29,880

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 平成30年度　附属病院運営用　血液学的分析装置（セルダインルビー）用シリンジほか１点買入経費の支出について
36,223

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 平成30年度　附属病院運営用　内視鏡用処置具（フレキシブルオーバーチューブ　ほか１点）買入経費の支出について
81,216

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　コンビオーブン庫内灯買入（その２）の買入にかかる所用経費の支出について
5,896

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 平成30年度大阪市立弘済院糞便検査業務委託（概算契約）にかかる所要経費の支出について（平成31年２月分）
20,304

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立弘済院厨房用飛来昆虫捕獲機（捕虫器）借入にかかる所要経費の支出について（長期借入）（平成31年２月分）
4,050

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 旅費　普通旅費 附属病院研究用　第44回日本脳卒中学会学術集会参加にかかる旅費の支出について
47,280

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　「看護の日・看護週間」ポスター買入経費の支出について
2,612

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院研究用　第44回日本脳卒中学会学術集会参加にかかる参加経費の支出について
20,000

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　手数料 平成30年度　附属病院運営用　高圧蒸気滅菌装置性能検査受検料の支出について
14,904

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 平成30年度大阪市立弘済院糞便検査業務委託（概算契約）にかかる所要経費の支出について（平成31年２月分）
11,880

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立弘済院厨房用飛来昆虫捕獲機（捕虫器）借入にかかる所要経費の支出について（長期借入）（平成31年２月分）
8,100

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 平成３０年度　附属病院運営用　酸素濃縮装置借入契約（概算契約）に係る所要経費の支出について（２月分）
44,658

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 平成30年度大阪市立弘済院乾式電子複写機借入（単価契約）の支出について（平成31年2月分）
8,478

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 平成30年度大阪市立弘済院わかりやすい労働基準法の手引追録（56号）の買入の実施及び同所要経費の支出について
4,555

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 平成30年度大阪市立弘済院後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
2,086

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　紙おむつ買入（単価契約）の支出について（平成31年2月分）
105,084

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 平成30年度大阪市立弘済院乾式電子複写機借入（単価契約）の支出について（平成31年2月分）
4,499

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　光熱水費 平成30年度ガス料金の支出について（平成31年３月分：平成31年２月２日から平成31年３月１日分）
1,493,750

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　備品修繕料 第2特養運営用　ポケット受信器修繕の実施及び同所要経費の支出について
4,320

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 役務費　通信運搬費 平成30年度大阪市立弘済院後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
3,054

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 第2特養運営用　おむつ借入（単価契約）の支出について（平成31年2月分）
151,200

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　[病院]ゴム印１３点の買入及び同所要経費の支出について
7,392

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　第44回日本超音波検査学会学術集会参加にかかる参加経費（テキスト代）の支出について
9,000

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 平成30年度大阪市立弘済院乾式電子複写機借入（単価契約）の支出について（平成31年2月分）
21,323

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　光熱水費 平成30年度ガス料金の支出について（平成31年３月分：平成31年２月２日から平成31年３月１日分）
1,122,146

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 平成30年度大阪市立弘済院後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
22,106

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　手数料 附属病院運営用　第44回日本超音波検査学会学術集会参加にかかる参加経費（テキスト代）の支出について
80

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 備品購入費　機械器具費 附属病院運営用　平成30年度　電子内視鏡下部消化管用スコープほか３点　買入経費の支出について
4,999,320

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 平成30年度大阪市立弘済院警備業務委託の実施および同経費の支出について（平成31年2月分）
1,366,200

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 平成30年度大阪市立弘済院吸収式冷温水機等保守点検業務委託の実施及び同所要経費の支出について
1,587,600

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 平成３０年度　附属病院運営用　医療情報システム無停電電源装置　バッテリ交換経費の支出について
48,600

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）２月分経費の支出について
15,800

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）２月分経費の支出について
7,387

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）２月分経費の支出について
15,500

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）２月分経費の支出について
269,994

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院運営用　［中央臨床検査部]　尿試験紙買入の実施及び同所要経費の支出について
70,200

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院運営用　［中央臨床検査部]　採血管の買入の実施及び同所要経費の支出について
19,224

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）２月分経費の支出について
46,008

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）２月分経費の支出について
134,249

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）２月分経費の支出について
10,044
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福祉局 弘済院管理課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 平成30年度　大阪市立弘済院給食業務委託　長期継続（概算契約）に係る所要経費の支出について（平成31年２月分）
3,587,338

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　[病院]ナイロンデッキブラシほか４点買入及び同所要経費の支出について
25,828

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（アリセプトＤ錠５ｍｇヒート）（単価契約）２月分経費の支出について
645,796

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（メマリーＯＤ錠２０ｍｇヒート）（単価契約）２月分経費の支出について
708,620

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（レミニールＯＤ錠８ｍｇＰＴＰ）（単価契約）２月分経費の支出について
359,478

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）２月分経費の支出について
261,681

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）２月分経費の支出について
172,368

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）２月分経費の支出について
72,014

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）２月分経費の支出について
1,436,512

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）２月分経費の支出について
919,864

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（セルダインルビー用メンテナンスコントロールＡＯ－３）（単価契約）２月分経費の支出について
141,793

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）２月分経費の支出について
861,670

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）２月分経費の支出について
553,230

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（ゾシン配合点滴静注用バッグ４．５）（単価契約）２月分経費の支出について
101,649

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（イクセロンパッチ１８ｍｇ）（単価契約）２月分経費の支出について
159,894

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）２月分経費の支出について
1,643,441

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 平成30年度　大阪市立弘済院給食業務委託　長期継続（概算契約）に係る所要経費の支出について（平成31年２月分）
3,171,607

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　燃料費 管理運営用・第２特養運営用・附属病院運営用　軽油の買入にかかる所要経費の支出について
5,847

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院清掃業務委託（長期継続契約）の実施及び同所要経費の支出について（平成31年２月分）
10,584

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　燃料費 管理運営用・第２特養運営用・附属病院運営用　軽油の買入にかかる所要経費の支出について
750

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院清掃業務委託（長期継続契約）の実施及び同所要経費の支出について（平成31年２月分）
95,256

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　大阪市立弘済院おしぼりタオルほか３点　借入（単価契約）にかかる所要経費の支出について（２月分）
41,396

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 寝具（大阪市立弘済院）借入（単価契約）にかかる所要経費の支出について（２月分）
100,756

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　燃料費 管理運営用・第２特養運営用・附属病院運営用　軽油の買入にかかる所要経費の支出について
12,893

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 附属病院運営用　ＰＨＳ電話料金の支出について（２月分）
10,296

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院清掃業務委託（長期継続契約）の実施及び同所要経費の支出について（平成31年２月分）
952,560

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 寝具（大阪市立弘済院）借入（単価契約）にかかる所要経費の支出について（２月分）
55,132

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　大阪市立弘済院おしぼりタオルほか３点　借入（単価契約）にかかる所要経費の支出について（２月分）
33,311

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用・第２特養運営用　ＣＤラジカセほか３点買入にかかる所要経費の支出について
30,175

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　光熱水費 電気料金の支出について（平成31年2月分）
8,130

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　光熱水費 電気料金の支出について（平成31年2月分）
1,700,258

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用・第２特養運営用　ＣＤラジカセほか３点買入にかかる所要経費の支出について
18,273

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　光熱水費 電気料金の支出について（平成31年2月分）
463,115

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　［栄養部］フライパン買入の実施及び同所要経費の支出について
19,440

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院用　乾式電子複写機借入費（単価契約）の支出について（２月分）
1,448

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　光熱水費 電気料金の支出について（平成31年2月分）
1,503,491

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用・第２特養運営用・附属病院運営用　クイックルワイパー取り替えシートほか９点にかかる所要経費の支出について
10,260

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 管理運営用　電話料金の支払いについて（平成31年3月分：平成31年2月月初から月末まで）
26,091

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用・附属病院運営用　インクカートリッジほか１２点の買入にかかる所要経費の支出について
12,053

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用・第２特養運営用・附属病院運営用　クイックルワイパー取り替えシートほか９点にかかる所要経費の支出について
19,094

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用・附属病院運営用　インクカートリッジほか１２点の買入にかかる所要経費の支出について
17,323

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 管理運営用・第２特養運営用・附属病院運営用　クイックルワイパー取り替えシートほか９点にかかる所要経費の支出について
19,019

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　紙おむつ買入（単価契約）の支出について（平成31年2月分）
59,923

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院管理運営用　平成３０年度第１０回受託研究審査委員会委員報償金（３月分）の支出について
16,500

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床研究用　被験者負担軽減措置費２月分の支出について（ＡＭＥＤプレクリニカル被験者分・パートナー分）
81,000

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費２月分の支出について（Ｅ２０２７被験者分・介護者分）
28,000

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　窓開き封筒買入の実施及び同所要経費の支出について
76,680
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福祉局 弘済院管理課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 附属病院運営用　レセプトオンライン請求にかかる回線使用料の支出について（２月分）
1,296

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 附属病院運営用　合同カンファレンス実施にかかる回線利用料の支出について（2月分　弘済院側）
5,175

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 附属病院運営用　合同カンファレンス実施にかかる回線利用料の支出について（2月分　市大側）
2,817

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 附属病院運営用　レセプトオンライン請求にかかる回線使用料の支出について（２月分）
5,470

福祉局 弘済院管理課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 平成30年度　大阪市立弘済院附属病院　医療事務業務委託にかかる委託料の支出について（平成３１年２月分）
3,190,320

福祉局 診療所 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 診療所業務用平成３０年度外注検査業務委託契約（健康診査分）にかかる支出について（１月分）
16,044

福祉局 診療所 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 診療所業務用平成３０年度大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター白衣等洗濯業務委託（概算契約）にかかる所要経費の支出について（１月分）
49,323

福祉局 診療所 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 診療所業務用カルテホルダー　ほか１７点の買入経費の支出について
65,880

福祉局 診療所 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 リハビリテーションセンター業務用新版Ｋ式発達検査２００１　検査用紙（第２葉）　ほか１４点の買入経費の支出について
21,816

福祉局 診療所 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 発達障がい診断事業用WAIS-Ⅳ知能検査コンプリートセット　ほか２点の買入経費の支出について
188,784

福祉局 診療所 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 リハビリテーションセンター業務用新版Ｋ式発達検査２００１　検査用紙（第２葉）　ほか１４点の買入経費の支出について
147,852

福祉局 診療所 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 診療所業務用エプソンインクカートリッジ　ほか１５点の買入経費の支出について
114,156

福祉局 診療所 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 診療所業務用ペーパータオル　ほか２８点の買入経費の支出について
137,997

福祉局 診療所 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 診療所業務用平成３０年度外注検査業務委託契約（療育相談・発達相談診査事業（診断・判定分））にかかる支出について（２月分）
3,318

福祉局 診療所 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 診療所業務用平成３０年度外注検査業務委託契約（健康診査分）にかかる支出について（２月分）
42,020

福祉局 診療所 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 診療所業務用平成３０年度大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター白衣等洗濯業務委託（概算契約）にかかる所要経費の支出について（２月分）
16,048

福祉局 管理課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成31年1月分）
5,130

福祉局 管理課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　船車修繕料 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用小口支払基金繰入金（平成31年1月分）
7,754

福祉局 管理課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用小口支払基金繰入金（平成31年1月分）
1,020

福祉局 管理課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用小口支払基金繰入金（平成31年1月分）
1,310

福祉局 管理課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度心身障がい者リハビリテーションセンター業務用ＥＴＣ利用通行料金の支出について（平成31年1月分）
6,380

福祉局 管理課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度心身障がい者リハビリテーションセンター業務用ＥＴＣ利用通行料金の支出について（平成31年1月分）
27,850

福祉局 管理課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 平成30年度心身障がい者リハビリテーションセンター無停電電源装置用バッテリー買入れにかかる経費の支出について
26,892

福祉局 管理課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用出張交通費の支出について（平成31年1月分）
27,444

福祉局 管理課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用出張交通費の支出について（平成31年1月分）
2,660

福祉局 管理課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用出張交通費の支出について（平成31年1月分）
1,872

福祉局 管理課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用出張交通費の支出について（平成31年1月分）
4,390

福祉局 管理課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用出張交通費の支出について（平成31年1月分）
2,997

福祉局 管理課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用出張交通費の支出について（平成31年1月分）
1,252

福祉局 管理課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用出張交通費の支出について（平成31年1月分）
640

福祉局 管理課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用出張交通費の支出について（平成31年1月分）
6,384

福祉局 管理課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 心身障がい者リハビリテーションセンター自動体外除細動器（AED）の借入　長期継続契約にかかる経費の支出について（2月分）
1,728

福祉局 管理課 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 心身障がい者リハビリテーションセンター自動体外除細動器（AED）の借入　長期継続契約にかかる経費の支出について（2月分）
1,728

福祉局 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　船車修繕料 平成30年度心身障がい者リハビリテーションセンター事業用車両にかかる定期点検整備（法定12か月点検）経費の支出について
8,100

福祉局 管理課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用コピー代金の支出について（１階平成31年2月分）
32,616

福祉局 管理課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（2月分）
387,360

福祉局 管理課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 心身障がい者リハビリテーションセンター施設管理用電気料金の支出について（平成31年2月分）
1,335,237

福祉局 管理課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　建物修繕料 心身障がい者リハビリテーションセンター避難口誘導灯取替工事にかかる経費の支出について
167,400

福祉局 管理課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　船車修繕料 心身障がい者リハビリテーションセンター事業用車両整備（追加整備）の実施にかかる経費の支出について
11,934

福祉局 管理課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用コピー代金の支出について（３階平成31年2月分）
10,407

福祉局 管理課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
738

福祉局 管理課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
15,379

福祉局 管理課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
1,037

福祉局 管理課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
2,515

福祉局 管理課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
8,205

福祉局 管理課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
14,696

福祉局 管理課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 心身障がい者リハビリテーションセンター等機械警備業務委託　長期継続契約にかかる所要経費の支出について（2月分）
32,458
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福祉局 管理課 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 心身障がい者リハビリテーションセンター等機械警備業務委託　長期継続契約にかかる所要経費の支出について（2月分）
21,103

福祉局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（平成31年1月分）
82

福祉局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（平成31年1月分）
6,623

福祉局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成31年2月分）
5,130

福祉局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（平成31年1月分）
1,753

福祉局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（平成31年1月分）
11,752

福祉局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（平成31年1月分）
120

福祉局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（平成31年1月分）
36,168

福祉局 相談課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 更生相談判定事業用　第２回補装具判定専門委員会への出席にかかる出張命令並びに同経費の支出について
28,900

福祉局 相談課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　特別旅費 知的障がい者相談・判定事業用　平成30年度自閉症支援専門研修会の参加にかかる出張命令並びに経費の支出について
39,570

福祉局 相談課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　印刷製本費 発達障がい者の支援事業用「発達障がいガイド」の印刷経費の支出について
81,000

福祉局 相談課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会開催にかかる所要経費の支出について（平成３１年１月分）
49,500

福祉局 相談課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会開催にかかる所要経費の支出について（平成３０年１２月分）
346,500

福祉局 相談課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 大阪市社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会開催にかかる所要経費の支出について（平成３１年１月分）
1,460

福祉局 相談課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 大阪市社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会開催にかかる所要経費の支出について（平成３０年１２月分）
6,360

福祉局 相談課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 更生相談判定事業用　相談記録ほか２点買入経費の支出について
188,784

福祉局 相談課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 手帳交付事務用　身体障害者手帳買入経費の支出について
98,280

建設局 総務課 平成31年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 会議出席用等市内等出張交通費（平成30年1月分）の支出について
7,060

建設局 総務課 平成31年03月15日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　内線電話機（その２）買入及び同経費の支出について
124,481

建設局 総務課 平成31年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 建設局事務連絡文書等発送用後納郵便料金の支払いについて(2月分)
363,112

建設局 総務課 平成31年03月20日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　都市計画　買入経費の支出について（４月～３月分）
12,960

建設局 総務課 平成31年03月20日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 役務費　手数料 事務参考用　都市計画　買入経費の支出について（４月～３月分）
1,200

建設局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　ダンボール箱買入及び同経費の支出について
58,018

建設局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度ファクシミリ装置一式長期借入にかかる経費の支出について（平成３０年度支出分）
106,916

建設局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 事務参考用　河川関係法令例規集〔質疑応答編〕追録ほか７点　概算買入経費の支出について（第７回中間）
23,958

建設局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 事務参考用　建築関係ＪＩＳ要覧追録ほか９点　概算買入経費の支出について（第11回中間）
39,215

建設局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 事務参考用　河川法令便覧追録ほか３点　概算買入経費の支出について（第５回中間）
3,618

建設局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　手数料 自動車保管場所使用承諾証明書発行願にかかる支出について
48,600

建設局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　消耗品費 事務参考用　河川関係法令例規集〔質疑応答編〕追録ほか７点　概算買入経費の支出について（第７回中間）
9,700

建設局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　光熱水費 大阪市中央卸売市場業務管理棟事務室内等電気使用料の支出について(平成31年2月分(3月請求))
56,284

建設局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　光熱水費 ATC庁舎事務室等光熱水費の支出について(平成31年2月分(3月請求))
2,415,181

建設局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　光熱水費 ATC庁舎事務室等光熱水費の支出について(平成31年2月分(3月請求))
6,791

建設局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪市中央卸売市場業務管理棟共益費の支出について(平成31年3月分(3月請求))
999,333

建設局 総務課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 ホッチキスほか３点買入経費の支出について
8,838

建設局 総務課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 大阪市建設局長印ほか１点買入経費の支出について
9,208

建設局 総務課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　積算資料ほか４点 買入経費の支出について
69,423

建設局 総務課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 大阪市中央卸売市場業務管理棟事務室庁舎電話回線使用料の支出について(平成31年2月分(3月請求)
72,798

建設局 総務課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 ATC庁舎事務室等電話回線使用料の支出について(平成31年2月分(3月請求))
342,726

建設局 総務課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 事務参考用　積算資料ほか４点 買入経費の支出について
283,002

建設局 総務課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 需用費　消耗品費 事務参考用　積算資料ほか４点 買入経費の支出について
40,827

建設局 総務課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　消耗品費 事務参考用　積算資料ほか４点 買入経費の支出について
53,171

建設局 総務課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　積算資料ほか４点 買入経費の支出について
93,998

建設局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 道路・公園事業用　ETC利用高速道路通行料の支出について（1月分）
101,010

建設局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 道路・公園事業用　ETC利用高速道路通行料の支出について（1月分）
3,860

建設局 職員課 平成31年03月04日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 職員情報システム用トナーカートリッジ買入経費の支出について
30,780

建設局 職員課 平成31年03月07日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 外傷救急薬ほか28点買入にかかる経費の支出について
302,758

建設局 職員課 平成31年03月13日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　手数料 安全衛生用 第二種電気工事士試験にかかる所要経費の支出について
28,116
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建設局 職員課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 安全衛生用　チェーンソー作業用チャップス　買入にかかる経費の支出について
73,872

建設局 職員課 平成31年03月26日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　手数料 危険物取扱者免状交付の申請にかかる所要経費の支出について
2,900

建設局 職員課 平成31年03月26日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　手数料 認定電気工事従事者認定証の交付申請にかかる経費の支出について
18,800

建設局 職員課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 会議出席等用市内等出張交通費の支出について（平成31年2月分）
3,034

建設局 職員課 平成31年03月28日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 「小型車両系建機運転者必携（整地等／解体用）特別教育テキスト」買入にかかる経費の支出について
100,000

建設局 職員課 平成31年03月28日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 安全衛生用　「重機が凶器となる瞬間」ほか１点買入にかかる経費の支出について
81,000

建設局 職員課 平成31年03月28日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 「小型車両系建機運転者必携（整地等／解体用）特別教育テキスト」買入にかかる経費の支出について
2,400

建設局 経理課 平成31年03月01日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 書類作成用等　平成３０年度ゴム印等単価契約（１月分）にかかる買入経費の支出について
7,479

建設局 経理課 平成31年03月04日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 一般事務ＦＡＸ用　トナー買入にかかる経費の支出について
32,049

建設局 経理課 平成31年03月04日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 事務連絡用　切手購入にかかる経費の支出について（３月分）
9,620

建設局 経理課 平成31年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(軽油　1月分　単価契約）
133,390

建設局 経理課 平成31年03月06日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(軽油　1月分　単価契約）
246,101

建設局 経理課 平成31年03月06日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(軽油　1月分　単価契約）
6,103

建設局 経理課 平成31年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 一般事務用　朱液ほか５１点 買入経費の支出について
220,060

建設局 経理課 平成31年03月07日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 一般事務用　朱液ほか５１点 買入経費の支出について
51,322

建設局 経理課 平成31年03月07日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 一般事務用　朱液ほか５１点 買入経費の支出について
2,592

建設局 経理課 平成31年03月07日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 一般事務用　朱液ほか５１点 買入経費の支出について
18,824

建設局 経理課 平成31年03月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（２月分-①）
3,896

建設局 経理課 平成31年03月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 小口支払基金の繰入金の支出について（２月分-①）
6,696

建設局 経理課 平成31年03月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金の繰入金の支出について（２月分-①）
50,700

建設局 経理課 平成31年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(揮発油　1月分　単価契約）
1,533,528

建設局 経理課 平成31年03月12日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(揮発油　1月分　単価契約）
19,767

建設局 経理課 平成31年03月12日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(揮発油　1月分　単価契約）
723,463

建設局 経理課 平成31年03月12日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(揮発油　1月分　単価契約）
8,059

建設局 経理課 平成31年03月12日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(揮発油　1月分　単価契約）
3,829

建設局 経理課 平成31年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 事務用　デジタル複合機（赤黒ツインカラー対応）にかかるコピー代金の支出について　（１月分）
15,488

建設局 経理課 平成31年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２９年度単価契約）（１月分）
126,319

建設局 経理課 平成31年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機にかかるコピー代金の支出について（平成２８年度単価契約）（１月分）
165,381

建設局 経理課 平成31年03月14日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２９年度単価契約）（１月分）
5,186

建設局 経理課 平成31年03月14日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２９年度単価契約）（１月分）
148,777

建設局 経理課 平成31年03月14日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２９年度単価契約）（１月分）
9,416

建設局 経理課 平成31年03月14日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機にかかるコピー代金の支出について（平成２８年度単価契約）（１月分）
11,736

建設局 経理課 平成31年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２９年度単価契約）（１月分）
288,685

建設局 経理課 平成31年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　第２原図製本等資料作成１月分にかかる経費の支出について
5,112

建設局 経理課 平成31年03月15日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２９年度単価契約）（１月分）
21,358

建設局 経理課 平成31年03月15日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　第２原図製本等資料作成１月分にかかる経費の支出について
3,394

建設局 経理課 平成31年03月15日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２９年度単価契約）（１月分）
11,984

建設局 経理課 平成31年03月15日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　第２原図製本等資料作成１月分にかかる経費の支出について
85,830

建設局 経理課 平成31年03月20日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　普通旅費 契約事務用　市内出張交通費の支出について（平成31年2月分）
4,470

建設局 経理課 平成31年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（２月分-②）
15,353

建設局 経理課 平成31年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入金の支出について（２月分-②）
700

建設局 経理課 平成31年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金の繰入金の支出について（２月分-②）
31,700

建設局 経理課 平成31年03月25日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 庁内情報用　平成30年度ドラム／トナーカートリッジほか２点買入(単価契約）買入経費の支出について（1月分）（2回目）
16,632

建設局 経理課 平成31年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 一般事務用　朱肉ほか７０点 買入経費の支出について
248,216

建設局 経理課 平成31年03月26日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 一般事務用　朱肉ほか７０点 買入経費の支出について
71,701

建設局 経理課 平成31年03月26日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 一般事務用　朱肉ほか７０点 買入経費の支出について
41,850

建設局 経理課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 庁内情報用　平成30年度ドラム／トナーカートリッジほか２点買入(単価契約）買入経費の支出について（2月分）
110,916
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建設局 経理課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 庁舎管理用 ビニール袋ほか１点 買入経費の支出について
23,220

建設局 経理課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(揮発油　2月分　単価契約）
1,654,194

建設局 経理課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(軽油　2月分　単価契約）
163,322

建設局 経理課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　第２原図製本等資料作成２月分にかかる経費の支出について
5,196

建設局 経理課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　第２原図製本等資料作成２月分にかかる経費の支出について
2,540

建設局 経理課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(軽油　2月分　単価契約）
1,138

建設局 経理課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(揮発油　2月分　単価契約）
25,508

建設局 経理課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 庁内情報用　平成30年度ドラム／トナーカートリッジほか２点買入(単価契約）買入経費の支出について（2月分）
11,232

建設局 経理課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(揮発油　2月分　単価契約）
696,142

建設局 経理課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(軽油　2月分　単価契約）
202,849

建設局 経理課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　第２原図製本等資料作成２月分にかかる経費の支出について
21,377

建設局 経理課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(揮発油　2月分　単価契約）
12,737

建設局 経理課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(軽油　2月分　単価契約）
9,168

建設局 経理課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(揮発油　2月分　単価契約）
11,594

建設局 経理課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　第２原図製本等資料作成２月分にかかる経費の支出について
16,848

建設局 経理課 平成31年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 小口支払基金の繰入金の支出について（３月分-①）
2,160

建設局 経理課 平成31年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金の繰入金の支出について（３月分-①）
34,650

建設局 経理課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 事務用　デジタル複合機（赤黒ツインカラー対応）にかかるコピー代金の支出について　（２月分）
18,104

建設局 経理課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 負担金、補助及交付金　国直轄事業費負担金 平成３０年度国直轄事業費負担金（道路事業）の支出について
401,263,124

建設局 路政課 平成31年03月04日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　印刷製本費 屋外広告物事務用道路占用許可証ほか２点の印刷経費の支出について
139,968

建設局 路政課 平成31年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 管理適正化担当業務等にかかる市内出張旅費（１月分）の支出について
32,899

建設局 路政課 平成31年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　印刷製本費 屋外広告物許可事務用　屋外広告物許可申請書データ化・ＣＤ－Ｒ焼付の支出について
75,587

建設局 路政課 平成31年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 平成３０年度近畿大都市路政事務担当課長会議にかかる旅費の支出について
970

建設局 路政課 平成31年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 平成30年度　道路占用許可事務用市内出張交通費等の支出について（１月分）
2,233

建設局 路政課 平成31年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 備品購入費　図書購入費 道路占用関係通達集　第7次改訂版買入経費の支出について
27,054

建設局 路政課 平成31年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 平成30年度　道路占用許可事務用市内出張交通費等の支出について（２月分）
2,984

建設局 路政課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度　道路管理システム対応端末機器等（その２）長期借入の支出について
123,412

建設局 路政課 平成31年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　手数料 放棄車両のリサイクルに係る自動車リサイクル料金の支払いについて（２月分）
7,970

建設局 路政課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 管理適正化担当業務等にかかる市内出張旅費（２月分）の支出について
35,962

建設局 路政課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　印刷製本費 道路の不正使用防止啓発用リーフレットの印刷について
70,092

建設局 路政課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 「かたづけ・たい」活動報告はがきに係る郵便料金の支払いについて（2月分）
2,156

建設局 路政課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 道路管理システム回線使用料及び利用料（２月分）の支出について②
8,876

建設局 路政課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 道路管理システム回線使用料及び利用料（２月分）の支出について①
17,752

建設局 路政課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 平成３０年度南港保管所産業廃棄物処理業務委託にかかる経費の支出について
546,021

建設局 管財課 平成31年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 ビス式クリアトップホルダー（追加式）ほか1点買入の購入経費の支出について
178,848

建設局 管財課 平成31年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 道路管理事務用市内出張等交通費（平成３１年１月分）の支出について
24,841

建設局 管財課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 道路台帳システム用機器一式長期借入に係る経費の支出について（2月分）
15,573

建設局 測量明示課 平成31年03月04日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 測量明示業務用（道路事業）市内出張費等の支出について（平成３１年１月分）
561

建設局 測量明示課 平成31年03月04日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 測量業務用雨合羽ほか３点買入経費の支出について
231,660

建設局 測量明示課 平成31年03月04日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 旅費　普通旅費 測量明示業務用（街路事業）市内出張費等の支出について（平成３１年１月分）
460

建設局 測量明示課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 第7次国土調査事業十箇年計画策定における地積調査の進め方に関する要望活動に伴う管外出張旅費の支出について
86,810

建設局 測量明示課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 測量明示業務用（道路事業）市内出張費等の支出について（平成３１年２月分）
2,220

建設局 測量明示課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 測量業務用３級基準点鋲ほか１点買入経費の支出について
758,160

建設局 測量明示課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 測量事務用測量計算ＣＡＤシステム一式長期借入経費の支出について（平成３１年２月分）
345,924

建設局 測量明示課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 市有不動産測量事務用コンピュータシステム一式長期借入経費の支出について（平成３１年２月分）
345,060

建設局 測量明示課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 測量事務用測量ＣＡＤシステム機器一式長期借入経費の支出について（平成３１年２月分）
72,399

建設局 測量明示課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　船車賃借料 測量明示業務用平成２６年度小型普通自動車（建設局）‐２長期借入経費の支出について（平成３１年２月分）
132,840
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建設局 測量明示課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　船車賃借料 測量明示業務用小型普通自動車（建設局）長期借入経費の支出について（平成３１年２月分）
48,384

建設局 測量明示課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　船車賃借料 測量明示業務用平成２６年度小型普通自動車（建設局）長期借入経費の支出について（平成３１年２月分）
413,100

建設局 測量明示課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 河川費 河川費 使用料及賃借料　使用料 測量事務用測量ＣＡＤシステム機器一式長期借入経費の支出について（平成３１年２月分）
53,128

建設局 測量明示課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 使用料及賃借料　使用料 測量事務用測量補機（電子平板）長期借入経費の支出について（平成３１年２月分）
28,890

建設局 測量明示課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 使用料及賃借料　使用料 測量事務用測量ＣＡＤシステム機器一式長期借入経費の支出について（平成３１年２月分）
218,885

建設局 道路部調整課 平成31年03月04日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 大阪駅前地下道電気料金の支出について（平成３１年１月使用分）
1,106,586

建設局 道路部調整課 平成31年03月05日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費
負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分
担金

駐車場共通回数券回収精算額の支出について（１月分）十三駐車場等
5,189,144

建設局 道路部調整課 平成31年03月05日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費
負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分
担金

駐車場共通回数券回収精算額の支出について（１月分）長堀駐車場等
13,475,284

建設局 道路部調整課 平成31年03月05日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費
負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分
担金

駐車場共通回数券回収精算額の支出について（１月分）桜橋駐車場
1,205,546

建設局 道路部調整課 平成31年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 菅原城北大橋管理運営用電気料金（北摂）の支出について（平成３１年１月分）
5,976

建設局 道路部調整課 平成31年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 大阪駅前地下道（冷房設備用）電気料金の支出について（平成３１年２月使用分）
573,629

建設局 道路部調整課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 街路灯等（共同溝）電気料金の支出について（平成３１年２月使用分）
43,609

建設局 道路部調整課 平成31年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　不動産賃借料 占用駐車場にかかる照明灯添加料の支出について
111,780

建設局 道路部調整課 平成31年03月20日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 旅費　普通旅費 新時代セミナー「街路事業の新たな展開」への出席にかかる管外出張旅費の支出について（調整課）
29,230

建設局 道路部調整課 平成31年03月20日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 負担金、補助及交付金　会費 新時代セミナー「街路事業の新たな展開」への出席にかかる受講料の支出について（調整課）
5,000

建設局 道路部調整課 平成31年03月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 淀川連絡線跡遊歩道等工業用水道料金の支出について（平成３１年３月分）
153,736

建設局 道路部調整課 平成31年03月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 淀川連絡線跡遊歩道等下水道使用料の支出について（平成３１年２月分）
634,938

建設局 道路部調整課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 大阪環状線及び大阪内環状線等共同溝水道料金の支出について（平成３１年２月分）
53,038

建設局 道路部調整課 平成31年03月27日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 委託料　委託料 長居公園地下駐車場　指定管理業務に係る補修修繕経費の支出について
1,512,000

建設局 道路部調整課 平成31年03月27日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 委託料　委託料 塩草地下駐車場　指定管理業務に係る補修修繕経費の支出について
1,531,440

建設局 道路部調整課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 道路事業等用市内等出張交通費の支出について（平成３１年２月分・道路部調整課）
11,776

建設局 道路部調整課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 道路事業用　特殊鍵　買入経費の支出について
119,448

建設局 道路部調整課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 設計事務参考用　月刊　建設物価　ほか１点　買入経費の支出について
13,284

建設局 道路部調整課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　印刷製本費 歴史の散歩道パンフレット 印刷経費の支出について
158,760

建設局 道路部調整課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 街路灯等電気料金の支出について（平成３１年２月使用分）
88,520,372

建設局 道路部調整課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 街路灯等（共同溝）電気料金の支出について（平成３１年２月使用分）
1,342,284

建設局 道路部調整課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 遠方監視装置回線インターネット接続使用料（光回線）の支出について（平成３１年２月使用分）
26,244

建設局 道路部調整課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　不動産賃借料 占用駐車場にかかる臨港道路占用料の支出について
254,736

建設局 道路部調整課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 需用費　光熱水費 街路灯等電気料金の支出について（平成３１年２月使用分）
230,539

建設局 道路部調整課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 備品購入費　機械器具費 現場作業用　複合型ガス検知器　買入経費の支出について
122,148

建設局 道路部調整課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 旅費　普通旅費 道路事業等用市内等出張交通費の支出について（平成３１年２月分・道路部調整課）
300

建設局 道路部調整課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　消耗品費 設計事務参考用　月刊　建設物価　ほか１点　買入経費の支出について
6,642

建設局 道路部調整課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 街路灯等電気料金の支出について（平成３１年２月使用分）
7,824

建設局 道路部調整課 平成31年03月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 追払金 使用料及賃借料　不動産賃借料 占用駐車場にかかる臨港道路占用料の支出について
424,560

建設局 道路部調整課 平成31年03月29日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 委託料　委託料 宮原地下駐車場　指定管理業務に係る補修修繕経費の支出について
1,447,200

建設局 道路部調整課 平成31年03月29日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費
負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分
担金

駐車場共通回数券回収精算額の支出について（２月分）大阪駅前第1ビル地下駐車場等
1,015,542

建設局 道路部調整課 平成31年03月29日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費
負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分
担金

駐車場共通回数券回収精算額の支出について（２月分）中央区役所駐車場
272,727

建設局 道路部調整課 平成31年03月29日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費
負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分
担金

駐車場共通回数券回収精算額の支出について（２月分）船場パーキング
576,310

建設局 道路部調整課 平成31年03月29日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費
負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分
担金

駐車場共通回数券回収精算額の支出について（２月分）ＯＣＡＴ駐車場
47,909

建設局 道路部調整課 平成31年03月29日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費
負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分
担金

駐車場共通回数券回収精算額の支出について（２月分）生野区役所駐車場
3,683

建設局 道路部調整課 平成31年03月29日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 公課費　公課費 駐車場事業会計にかかる平成30年度課税期間分の消費税及び地方消費税の中間納付について　第6回目分
11,048,300

建設局 道路課 平成31年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　新規工事費 浪速区内自転車通行環境整備工事の工事費精算金の支出について
5,921,920

建設局 道路課 平成31年03月04日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　新規工事費 市岡工営所管内道路維持修繕その他工事の工事費前払金の支出について
2,450,000

建設局 道路課 平成31年03月04日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　新規工事費 野田工営所管内道路維持修繕その他工事の工事費前払金の支出について
5,970,000

建設局 道路課 平成31年03月04日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　新規工事費 中央区内自転車通行環境整備工事の工事費精算金の支出について
19,541,520

建設局 道路課 平成31年03月04日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　改修工事費 市岡工営所管内道路維持修繕その他工事の工事費前払金の支出について
69,680,000

建設局 道路課 平成31年03月04日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　改修工事費 野田工営所管内道路維持修繕その他工事の工事費前払金の支出について
98,730,000
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建設局 道路課 平成31年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　改修工事費 大正内港浪速線舗装補修工事の工事費前払金の支出について
33,410,000

建設局 道路課 平成31年03月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　新規工事費 中浜工営所管内道路維持修繕その他工事の工事費前払金の支出について
3,570,000

建設局 道路課 平成31年03月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　改修工事費 中浜工営所管内道路維持修繕その他工事の工事費前払金の支出について
85,810,000

建設局 道路課 平成31年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 道路事業用市内等出張交通費の支出について（平成３１年１月分・道路課）
34,448

建設局 道路課 平成31年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 北浜線（北浜４丁目）電線共同溝の建設に関する委託変更契約書（平成29年度）に係る精算金の支出について
114,311,960

建設局 道路課 平成31年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 平成30年度　路面下空洞調査業務委託の委託料精算金の支出について
28,620,000

建設局 道路課 平成31年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　改修工事費 新大阪駅東歩道橋外１高欄改良工事の工事費中間前払金の支出について
17,270,000

建設局 道路課 平成31年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　新規工事費 住之江工営所管内道路維持修繕その他工事の工事費前払金の支出について
3,770,000

建設局 道路課 平成31年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　改修工事費 住之江工営所管内道路維持修繕その他工事の工事費前払金の支出について
59,540,000

建設局 道路課 平成31年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　改修工事費 国道１７２号（みなと通）舗装補修工事の工事費精算金の支出について
48,248,440

建設局 道路課 平成31年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　改修工事費 国道２５号（御堂筋）舗装補修工事の工事費前払金の支出について
15,980,000

建設局 道路課 平成31年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　備品修繕料 建設局庁内情報利用パソコン修繕の経費の支出について
218,090

建設局 道路課 平成31年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 道修町線（道修町２・３丁目）電線共同溝の建設に関する委託契約書（平成30年度）に係る前金払の支出について
79,300,000

建設局 道路課 平成31年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　新規工事費 津守工営所管内道路維持修繕その他工事の工事費前払金の支出について
4,676,500

建設局 道路課 平成31年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　改修工事費 津守工営所管内道路維持修繕その他工事の工事費前払金の支出について
66,433,500

建設局 道路課 平成31年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　新規工事費 十三工営所管内道路維持修繕その他工事の工事費前払金の支出について
3,080,000

建設局 道路課 平成31年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　新規工事費 市岡工営所管内道路舗装修繕その他工事－２の工事費精算金の支出について
1,237,680

建設局 道路課 平成31年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　改修工事費 樋之口町交差点区画線補修工事の工事費精算金の支出について
1,298,160

建設局 道路課 平成31年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　改修工事費 市岡工営所管内道路舗装修繕その他工事－２の工事費精算金の支出について
136,698,840

建設局 道路課 平成31年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　改修工事費 十三工営所管内道路維持修繕その他工事の工事費前払金の支出について
77,320,000

建設局 道路課 平成31年03月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　新規工事費 十三工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費精算金の支出について
1,138,760

建設局 道路課 平成31年03月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　新規工事費 野田工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費精算金の支出について
4,688,320

建設局 道路課 平成31年03月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　新規工事費 平野工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費精算金の支出について
10,977,000

建設局 道路課 平成31年03月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　改修工事費 十三工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費精算金の支出について
39,797,760

建設局 道路課 平成31年03月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　改修工事費 野田工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費精算金の支出について
55,794,560

建設局 道路課 平成31年03月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　改修工事費 平野工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費精算金の支出について
44,302,400

建設局 道路課 平成31年03月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　改修工事費 国道１７６号舗装補修工事の工事費精算金の支出について
38,705,640

建設局 道路課 平成31年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　新規工事費 田島工営所管内道路維持修繕その他工事の工事費前払金の支出について
2,470,000

建設局 道路課 平成31年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　改修工事費 田島工営所管内道路維持修繕その他工事の工事費前払金の支出について
63,910,000

建設局 道路課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報償費　報償金 国道４７９号清水共同溝設置工事－５の設計・施工技術連絡会議開催に伴う報償金の支出について
82,700

建設局 道路課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　改修工事費 谷町9丁目交差点外2区画線補修工事の工事費精算金の支出について
5,368,680

建設局 道路課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　改修工事費 瓜破交差点区画線補修工事の工事費精算金の支出について
2,148,120

建設局 道路課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　改修工事費 一心寺東横線舗装補修工事の工事費精算金の支出について
6,872,160

建設局 道路課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　改修工事費 新回生橋交差点区画線補修工事の工事費精算金の支出について
3,179,520

建設局 道路課 平成31年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 平成30年度　道路施設点検調査等業務委託の委託料精算金の支出について
37,792,800

建設局 道路課 平成31年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　新規工事費 住之江工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費精算金の支出について
129,840

建設局 道路課 平成31年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　改修工事費 田島工営所管内道路標識補修工事の工事費精算金の支出について
7,557,840

建設局 道路課 平成31年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　改修工事費 住之江工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費精算金の支出について
28,673,120

建設局 道路課 平成31年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　改修工事費 平野区第２６９８号線舗装補修工事の工事費前払金の支出について
14,900,000

建設局 道路課 平成31年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　改修工事費 国道176号（十三筋）舗装補修工事－２の工事費精算金の支出について
40,900,680

建設局 道路課 平成31年03月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 平成30年度　道路施設点検調査等業務委託の委託料精算金の支出について
950,800

建設局 道路課 平成31年03月28日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 委託料　委託料 平成30年度　道路施設点検調査等業務委託の委託料精算金の支出について
11,277,600

建設局 道路課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 御堂筋共同溝の監視業務に関する受託契約書（平成30年度）第３回概算金の支出について
2,173,176

建設局 道路課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　新規工事費 国道１７２号外１歩道改良工事の工事費精算金の支出について
15,044,400

建設局 道路課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　改修工事費 新庄大和川線共同溝補修工事の工事費精算金の支出について
17,894,520

建設局 橋梁課 平成31年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 報償費　報償金 大阪府橋梁テクニカルアドバイスに伴う謝礼金の経費の支出について（第８回）（変更）
7,100

建設局 橋梁課 平成31年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　改修工事費 西部方面管内橋梁補修工事－２の工事費精算金の支出について【道路費】
13,907,920
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建設局 橋梁課 平成31年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 工事請負費　改修工事費 西部方面管内橋梁補修工事－２の工事費精算金の支出について【橋梁費】
27,781,160

建設局 橋梁課 平成31年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 工事請負費　改修工事費 新御堂筋線高架橋（淀川以南）補修工事の工事費中間前払金の支出について
23,250,000

建設局 橋梁課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 旅費　普通旅費 平成30年度建設局保管高濃度ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）等含有廃棄物収集運搬業務委託の監督業務にかかる管外出張旅費の支出について
33,220

建設局 橋梁課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 工事請負費　改修工事費 神崎橋災害復旧工事の工事費前払金の支出について
45,750,000

建設局 橋梁課 平成31年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 工事請負費　改修工事費 新御堂筋線高架橋（淀川以南）補修工事－２の工事費前払金の支出について
38,860,000

建設局 橋梁課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 平成30年度　建設局保管高濃度ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）等含有廃棄物収集運搬業務委託の委託料精算金の支出について
6,480

建設局 橋梁課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 委託料　委託料 平成30年度　建設局保管高濃度ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）等含有廃棄物収集運搬業務委託の委託料精算金の支出について
565,920

建設局 橋梁課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 工事請負費　改修工事費 新御堂筋線高架橋（淀川以北）補修工事－２の工事費前払金の支出について
63,590,000

建設局 橋梁課 平成31年03月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 工事請負費　改修工事費 阪堺大橋改良工事－２の工事費精算金の支出について
149,689,960

建設局 橋梁課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 工事請負費　改修工事費 第4新明治橋補修工事の工事費前払金の支出について
4,750,000

建設局 橋梁課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 旅費　普通旅費 橋梁事業用市内等出張交通費の支出について（平成３１年２月分・橋梁課）
25,778

建設局 橋梁課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 委託料　委託料 平成30年度 橋梁改良補修設計業務委託－３の委託料精算金の支出について
8,154,000

建設局 街路課 平成31年03月04日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 負担金、補助及交付金　分担金 「うめきた2期区域」におけるJR東海道線支線地下化事業に関する工事の施行における平成30年度協定書に係る第３回概算金の支出について
1,610,000,000

建設局 街路課 平成31年03月12日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 工事請負費　改修工事費 阿倍野再開発地区舗装修繕その他工事の工事費前払金の支出について
4,300,000

建設局 街路課 平成31年03月13日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 工事請負費　新規工事費 豊里矢田線舗装新設工事―３２の工事費前払金の支出について
32,180,000

建設局 街路課 平成31年03月13日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 工事請負費　新規工事費 大和川北岸線舗装新設工事の工事費前払金の支出について
3,830,000

建設局 街路課 平成31年03月19日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 旅費　普通旅費 「民間都市開発等と一体となった鉄道駅周辺整備の推進方策に関する第2回勉強会」への参加にかかる管外出張旅費の支出について
29,290

建設局 街路課 平成31年03月20日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 旅費　普通旅費 新時代セミナー「街路事業の新たな展開」への出席にかかる管外出張旅費の支出について(街路課）
29,230

建設局 街路課 平成31年03月20日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 負担金、補助及交付金　会費 新時代セミナー「街路事業の新たな展開」への出席にかかる受講料の支出について（街路課）
5,000

建設局 街路課 平成31年03月28日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 工事請負費　新規工事費 淀川北岸線舗装新設工事―３の工事費前払金の支出について
20,690,000

建設局 街路課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 旅費　普通旅費 街路事業用市内等出張交通費の支出について（平成３１年２月分・街路課）
47,948

建設局 街路課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 委託料　委託料 ＪＲ東海道線支線地下化事業の施行に伴い実施する貨物列車の運行体制の構築に関する検討作業にかかる協定書の精算金の支出について
38,943,635

建設局 河川課 平成31年03月08日 一般会計 土木費 河川費 河川費 工事請負費　改修工事費 駒川外１防護柵補修その他工事－４の工事費前払金の支出について
21,900,000

建設局 河川課 平成31年03月15日 一般会計 土木費 河川費 河川費 委託料　委託料 平成３０年度河川水の水質分析に係る費用の支出について（下水道事業会計への支出）
1,009,560

建設局 河川課 平成31年03月15日 一般会計 土木費 河川費 河川費 工事請負費　改修工事費 加美巽川護岸補修工事－１４の工事費前払金の支出について
3,980,000

建設局 河川課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　印刷製本費 河川広報用　水の都・大阪周遊map（日本語版）印刷に伴う経費の支出について
126,576

建設局 河川課 平成31年03月25日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 寝屋川分流水門用電話料金の支出について（２月分）
2,702

建設局 河川課 平成31年03月26日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 道頓堀川遊歩道監視カメラ用通信料金の支出について（２月分）
5,364

建設局 河川課 平成31年03月28日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　光熱水費 加美巽川排水機場電気料金の支出について（２月分）
152,722

建設局 河川課 平成31年03月28日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　光熱水費 住吉川ポンプ場電気料金の支出について（２月分）
118,046

建設局 河川課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 河川費 河川費 旅費　普通旅費 河川事業用市内及び近接地出張旅費の支出について（２月分）
10,533

建設局 河川課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　光熱水費 住吉川水門左岸ポンプ場電気料金の支出について（２月分）
17,561

建設局 河川課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 住吉川ポンプ場外９か所状態監視装置インターネット回線使用料の支出について（２月分）
62,740

建設局 河川課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 城北寝屋川口水門管理棟放流警報装置用専用線料金の支出について（２月分）
150,024

建設局 河川課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 道頓堀川水門・東横堀川水門専用線料金の支出について（２月分）
72,576

建設局 河川課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 東横堀川１～９号ポンプ場状態監視装置インターネット回線使用料の支出について（２月分）
64,246

建設局 河川課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 道頓堀川水門監視カメラ用通信料金の支出について（２月分）
6,382

建設局 河川課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 道頓堀川水門・城北運河寝屋川口水門・東横堀川水門遠方操作用専用線料金の支出について（２月分）
181,440

建設局 河川課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 道頓堀川水門・東横堀川水門遠方操作用専用線料金の支出について（２月分）
26,784

建設局 河川課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 道頓堀川遊歩道監視カメラ用インターネット接続プロバイダ使用料の支出について（２月分）
1,706

建設局 河川課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 加美巽川排水機場１階専用線料金の支出について（２月分）
24,192

建設局 河川課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 道頓堀川水門・東横堀川水門監視カメラ遠隔操作用専用線料金の支出について（２月分）
16,895

建設局 河川課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 河川水門遠方監視用専用線料金の支出について（２月分）
793,800

建設局 河川課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 太左衛門橋外６か所道頓堀川遊歩道監視カメラ用光回線使用料の支出について（２月分）
43,702

建設局 河川課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 河川費 河川費 負担金、補助及交付金　分担金 リビエール関目団地の清掃等に関する覚書に基づく平成３０年度負担金の支出について
239,896

建設局
東部方面管理事務所
管理課

平成31年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ８８０あ２３７６）修繕にかかる経費の支出について
30,078

建設局
東部方面管理事務所
管理課

平成31年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ８８０あ２３７８）修繕にかかる経費の支出について
34,128
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建設局
東部方面管理事務所
管理課

平成31年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ８８０あ１７５０）修繕にかかる経費の支出について
31,676

建設局
東部方面管理事務所
管理課

平成31年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用　なにわ８８０あ１１７１号車ほか６台自動車定期整備（継続検査）にかかる経費の支出について
162,000

建設局
東部方面管理事務所
管理課

平成31年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 公課費　公課費 継続検査用自動車重量税の支出について（なにわ８８０あ１１３８号車ほか１０台自動車定期整備（継続検査））
82,400

建設局
東部方面管理事務所
管理課

平成31年03月08日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　城北詰所資材置場シャッター修繕（緊急）にかかる経費の支出について
864,000

建設局
東部方面管理事務所
管理課

平成31年03月08日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　鶴見緑地公園事務所屋根修繕(緊急)にかかる経費の支出について
1,911,600

建設局
東部方面管理事務所
管理課

平成31年03月08日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　桜之宮公園詰所外周フェンスほか1か所修繕（緊急）にかかる経費の支出について
1,998,000

建設局
東部方面管理事務所
管理課

平成31年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　田島工営所土のう収納倉庫ほか3ヶ所屋根修繕の実施並びに同経費の支出について（緊急）
406,581

建設局
東部方面管理事務所
管理課

平成31年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（１月分）
8,380

建設局
東部方面管理事務所
管理課

平成31年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 公課費　公課費 継続検査用自動車重量税の支出について（なにわ８８０あ１１７１号車ほか６台自動車定期整備（継続検査））
74,000

建設局
東部方面管理事務所
管理課

平成31年03月15日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　真田山公園事務所電動シャッター修繕の実施並びに同経費の支出について
1,188,000

建設局
東部方面管理事務所
管理課

平成31年03月15日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（１月分）
27,600

建設局
東部方面管理事務所
管理課

平成31年03月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 東部方面管理事務所　連絡調整用市内出張等交通費の支出について（平成31年2月分）
740

建設局
東部方面管理事務所
管理課

平成31年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ８８０あ２３８６）修繕にかかる経費の支出について
37,476

建設局
東部方面管理事務所
管理課

平成31年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ８８０あ５５８）修繕にかかる経費の支出について
48,286

建設局
東部方面管理事務所
管理課

平成31年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ８８０あ５６１）修繕にかかる経費の支出について
43,826

建設局
東部方面管理事務所
管理課

平成31年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ８８０あ５６２）修繕にかかる経費の支出について
43,826

建設局
東部方面管理事務所
管理課

平成31年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 中浜工営所　連絡調整用市内出張等交通費の支出について（平成31年2月分）
5,410

建設局
東部方面管理事務所
管理課

平成31年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 もと今福出張所　平成31年2月分電気料金の支出について
53,108

建設局
東部方面管理事務所
管理課

平成31年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 田島工営所にかかるガス料金の支出について（2019年2月分）
73,966

建設局
東部方面管理事務所
管理課

平成31年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 備品購入費　庁用器具費 道路事業用　原動機付自転車ほか１点買入経費の支出について
242,460

建設局
東部方面管理事務所
管理課

平成31年03月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ８８０あ５９５）修繕にかかる経費の支出について
38,026

建設局
東部方面管理事務所
管理課

平成31年03月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 旅費　普通旅費 阪東大橋情報板更新工事に伴う製品検査にかかる管外出張旅費の支出について
36,180

建設局
東部方面管理事務所
管理課

平成31年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　田島工営所女子更衣室空調機修繕にかかる経費の支出について
53,514

建設局
東部方面管理事務所
管理課

平成31年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 田島工営所にかかる水道料金の支出について（平成31年2月分）
82,252

建設局
東部方面管理事務所
管理課

平成31年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 田島工営所にかかる水道料金の支出について（平成31年2月分）
171,886

建設局
東部方面管理事務所
管理課

平成31年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 旅費　普通旅費 寝屋川大橋耐震対策工事ー２に伴う製品検査にかかる管外出張旅費の支出について
14,260

建設局
東部方面管理事務所
管理課

平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
30,326

建設局
東部方面管理事務所
管理課

平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 田島工営所　平成３１年２月分電気料金の支出について
345,411

建設局
東部方面管理事務所
管理課

平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用　なにわ８８０あ２３８６号車ほか６台自動車定期整備（継続検査）にかかる経費の支出について
96,120

建設局
東部方面管理事務所
管理課

平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ８８０あ６０４）修繕にかかる経費の支出について
126,727

建設局
東部方面管理事務所
管理課

平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
7,000

建設局
東部方面管理事務所
管理課

平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 東部方面管理事務所　3月分電話等料金の支出について
125,923

建設局
東部方面管理事務所
管理課

平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
1,200

建設局
東部方面管理事務所
管理課

平成31年03月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　真田山公園事務所　両開扉修繕（緊急）にかかる経費の支出について
1,965,600

建設局 田島工営所 平成31年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年１月分）
53,332

建設局 田島工営所 平成31年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年１月分）
1,500

建設局 田島工営所 平成31年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（平成31年2月分）
1,790

建設局 田島工営所 平成31年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年２月分）
28,327

建設局 田島工営所 平成31年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年２月分）
5,900

建設局 鶴見緑地公園事務所 平成31年03月07日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 桜之宮野球場にかかる電気（Ｆ－Ｐｏｗｅｒ）料金の支出について（１月分）
54,663

建設局 鶴見緑地公園事務所 平成31年03月15日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公園管理用　城北公園事務所電話使用料（１月分）の支出について
8,609

建設局 鶴見緑地公園事務所 平成31年03月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　城北菖蒲園下水道使用料の支出について（２月分）
541,776

建設局 鶴見緑地公園事務所 平成31年03月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　城北公園工業用水道使用料の支出について（３月分）
155,163

建設局 鶴見緑地公園事務所 平成31年03月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内等出張交通費等の支出について（２月分）鶴見緑地公園事務所
11,450

建設局 鶴見緑地公園事務所 平成31年03月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
35,471

建設局 鶴見緑地公園事務所 平成31年03月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　燃料費 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,590

建設局 鶴見緑地公園事務所 平成31年03月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 桜之宮野球場にかかる電気（Ｆ－Ｐｏｗｅｒ）料金の支出について（２月分）
53,319
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建設局 鶴見緑地公園事務所 平成31年03月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
22,993

建設局 鶴見緑地公園事務所 平成31年03月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公園管理用　鶴見緑地公園事務所電話使用料の支出について（２月分）事務所用
48,854

建設局 真田山公園事務所 平成31年03月01日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　電気料金の支出について（巽公園新設部　平成31年1月分）
2,923

建設局 真田山公園事務所 平成31年03月20日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　真田山公園水道使用料の支出について（平成31年2月分）
1,659

建設局 真田山公園事務所 平成31年03月20日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　真田山公園水道使用料の支出について（平成31年2月分）
1,011

建設局 真田山公園事務所 平成31年03月22日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　電気料金の支出について（桃谷野球場　平成31年2月分）
76,831

建設局 真田山公園事務所 平成31年03月22日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　電気料金の支出について（真田山公園野球場　平成31年2月分）
154,713

建設局 真田山公園事務所 平成31年03月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園等維持管理用　小口支払基金繰入金の支出について（2月分）/真田山公園事務所
24,541

建設局 真田山公園事務所 平成31年03月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　備品修繕料 公園等維持管理用　小口支払基金繰入金の支出について（2月分）/真田山公園事務所
7,600

建設局 真田山公園事務所 平成31年03月26日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　真田山公園駐車場及び公園電気使用料の支出について（平成31年2月分）
76,715

建設局 真田山公園事務所 平成31年03月27日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　燃料費 公園管理用　巽公園ガス使用料の支出について（平成31年2月分）
2,247

建設局 真田山公園事務所 平成31年03月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（２月分）
11,640

建設局 真田山公園事務所 平成31年03月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　電気料金の支出について（巽公園新設部　平成31年2月分）
2,937

建設局
西部方面管理事務所
管理課

平成31年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用なにわ880あ1141ほか7台自動車定期整備（継続検査）にかかる経費の支出について
185,760

建設局
西部方面管理事務所
管理課

平成31年03月04日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 庁舎管理用直管蛍光灯ほか３点買入にかかる経費の支出について
46,018

建設局
西部方面管理事務所
管理課

平成31年03月05日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　大阪城公園事務所西側棟２階窓ガラス修繕（緊急）にかかる経費の支出について
59,400

建設局
西部方面管理事務所
管理課

平成31年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　燃料費 プロパンガス（落合下渡船場外５箇所）下半期買入（単価契約）（１月分　）の支出について
39,535

建設局
西部方面管理事務所
管理課

平成31年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ880あ1729）修繕にかかる経費の支出について
48,708

建設局
西部方面管理事務所
管理課

平成31年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ880あ1150）修繕にかかる経費の支出について
71,820

建設局
西部方面管理事務所
管理課

平成31年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ880あ1164）修繕にかかる経費の支出について
48,276

建設局
西部方面管理事務所
管理課

平成31年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 現場作業用　合板-１ほか２点買入にかかる経費の支出について
39,960

建設局
西部方面管理事務所
管理課

平成31年03月12日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　消耗品費 現場作業用　合板-１ほか２点買入にかかる経費の支出について
29,160

建設局
西部方面管理事務所
管理課

平成31年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 平成３１年１月分　市内等出張交通費の支出について
7,980

建設局
西部方面管理事務所
管理課

平成31年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用なにわ880あ2683ほか２台自動車定期整備（中間点検）にかかる経費の支出について
58,320

建設局
西部方面管理事務所
管理課

平成31年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 現場作業用　凍結防止剤買入にかかる経費の支出について
10,800

建設局
西部方面管理事務所
管理課

平成31年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 現場作業用　オイル買入にかかる経費の支出について
56,700

建設局
西部方面管理事務所
管理課

平成31年03月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 現場作業用シダデッキブラシほか２点買入にかかる経費の支出について
92,761

建設局
西部方面管理事務所
管理課

平成31年03月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用なにわ880あ1140ほか9台自動車定期整備（継続検査）にかかる経費の支出について
189,000

建設局
西部方面管理事務所
管理課

平成31年03月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用軽自動車（なにわ880あ2388）修繕にかかる経費の支出について
15,660

建設局
西部方面管理事務所
管理課

平成31年03月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用軽自動車（なにわ880あ564）修繕にかかる経費の支出について
18,360

建設局
西部方面管理事務所
管理課

平成31年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 現場作業用　点字鋲ほか３点買入にかかる経費の支出について
66,420

建設局
西部方面管理事務所
管理課

平成31年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年１月分）
6,280

建設局
西部方面管理事務所
管理課

平成31年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用軽自動車（なにわ880あ1140）修繕にかかる経費の支出について
53,686

建設局
西部方面管理事務所
管理課

平成31年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用軽自動車（なにわ880あ1744）修繕にかかる経費の支出について
32,162

建設局
西部方面管理事務所
管理課

平成31年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用軽自動車（なにわ880あ1731）修繕にかかる経費の支出について
40,986

建設局
西部方面管理事務所
管理課

平成31年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年１月分）
3,050

建設局
西部方面管理事務所
管理課

平成31年03月19日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　消耗品費 現場作業用　点字鋲ほか３点買入にかかる経費の支出について
61,020

建設局
西部方面管理事務所
管理課

平成31年03月19日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　旧西部方面公園事務所消防用設備修繕（緊急）にかかる経費の支出について
14,688

建設局
西部方面管理事務所
管理課

平成31年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用軽自動車（なにわ880あ883）修繕にかかる経費の支出について
31,698

建設局
西部方面管理事務所
管理課

平成31年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用軽自動車（なにわ880あ2684）修繕にかかる経費の支出について
48,384

建設局
西部方面管理事務所
管理課

平成31年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用軽自動車（なにわ880あ2683）修繕にかかる経費の支出について
39,744

建設局
西部方面管理事務所
管理課

平成31年03月20日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　消耗品費 船舶作業用　船舶用消火器買入にかかる経費の支出について
63,936

建設局
西部方面管理事務所
管理課

平成31年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 現場作業用　除草剤（液剤）買入にかかる経費の支出について
80,784

建設局
西部方面管理事務所
管理課

平成31年03月22日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　八幡屋公園事務所倉庫棟シャッター修繕にかかる経費の支出について
1,998,000

建設局
西部方面管理事務所
管理課

平成31年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 現場作業用　アングルほか３点買入にかかる経費の支出について
62,208

建設局
西部方面管理事務所
管理課

平成31年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 市岡工営所ほか１か所　電気料金の支出について（２月分）
677,681

建設局
西部方面管理事務所
管理課

平成31年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用軽自動車（なにわ880あ1752）修繕にかかる経費の支出について
43,826
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建設局
西部方面管理事務所
管理課

平成31年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用軽自動車（なにわ880あ1745）修繕にかかる経費の支出について
56,678

建設局
西部方面管理事務所
管理課

平成31年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用軽自動車（なにわ880あ1165）修繕にかかる経費の支出について
36,914

建設局
西部方面管理事務所
管理課

平成31年03月26日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　消耗品費 現場作業用　アングルほか３点買入にかかる経費の支出について
3,240

建設局
西部方面管理事務所
管理課

平成31年03月26日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　光熱水費 東横堀川水門ほか１か所　電気料金の支出について（２月分）
727,061

建設局
西部方面管理事務所
管理課

平成31年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 庁舎管理用液晶ＴＶほか１点買入にかかる経費の支出について
11,772

建設局
西部方面管理事務所
管理課

平成31年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用軽自動車（なにわ880あ310）修繕にかかる経費の支出について
14,364

建設局
西部方面管理事務所
管理課

平成31年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用軽自動車（なにわ880あ559）修繕にかかる経費の支出について
17,701

建設局
西部方面管理事務所
管理課

平成31年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用軽自動車（なにわ880あ2390）修繕にかかる経費の支出について
31,190

建設局
西部方面管理事務所
管理課

平成31年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用軽自動車（なにわ880あ2396）修繕にかかる経費の支出について
47,606

建設局
西部方面管理事務所
管理課

平成31年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用軽自動車（なにわ880あ1751）修繕にかかる経費の支出について
33,253

建設局
西部方面管理事務所
管理課

平成31年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　手数料 庁舎管理用液晶ＴＶほか１点買入にかかる経費の支出について
5,400

建設局
西部方面管理事務所
管理課

平成31年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 備品購入費　機械器具費 庁舎管理用液晶ＴＶほか１点買入にかかる経費の支出について
33,804

建設局
西部方面管理事務所
管理課

平成31年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 需用費　船車修繕料 現場作業用　渡船船舶（海桜）修繕にかかる経費の支出について
4,212,000

建設局
西部方面管理事務所
管理課

平成31年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 現場作業用　高圧洗浄機セットほか９点買入にかかる経費の支出について
102,060

建設局
西部方面管理事務所
管理課

平成31年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年２月分）
6,587

建設局
西部方面管理事務所
管理課

平成31年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　燃料費 プロパンガス（落合下渡船場外５箇所）下半期買入（単価契約）（２月分　）の支出について
34,623

建設局
西部方面管理事務所
管理課

平成31年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　燃料費 船舶用燃料費の支出について（軽油　２月分　単価契約）
347,760

建設局
西部方面管理事務所
管理課

平成31年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　建設局市岡工営所ボイラー設備真空温水ヒーター修繕にかかる経費の支出について
1,998,000

建設局
西部方面管理事務所
管理課

平成31年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用なにわ880あ3255ほか7台自動車定期整備（中間点検）にかかる経費の支出について
103,680

建設局
西部方面管理事務所
管理課

平成31年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年２月分）
37,408

建設局
西部方面管理事務所
管理課

平成31年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年２月分）
1,100

建設局
西部方面管理事務所
管理課

平成31年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 備品購入費　機械器具費 現場作業用　高圧洗浄機セットほか９点買入にかかる経費の支出について
63,180

建設局
西部方面管理事務所
管理課

平成31年03月28日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　消耗品費 現場作業用　高圧洗浄機セットほか９点買入にかかる経費の支出について
68,040

建設局
西部方面管理事務所
管理課

平成31年03月28日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　建物修繕料 施設管理用　東横堀川水門空調設備修繕(緊急)にかかる経費の支出について
637,524

建設局
西部方面管理事務所
管理課

平成31年03月28日 一般会計 土木費 河川費 河川費 備品購入費　機械器具費 現場作業用　高圧洗浄機セットほか９点買入にかかる経費の支出について
276,480

建設局 市岡工営所 平成31年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張交通費の支出について（１月分）
9,372

建設局 市岡工営所 平成31年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
33,459

建設局 市岡工営所 平成31年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
450

建設局 市岡工営所 平成31年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,240

建設局 市岡工営所 平成31年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
600

建設局 市岡工営所 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張交通費の支出について（２月分）
8,950

建設局 河川・渡船管理事務所 平成31年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　手数料 渡船「はるかぜ」、「ちづる」にかかる法定点検（中間検査）手数料の支出について
59,000

建設局 河川・渡船管理事務所 平成31年03月05日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　手数料 河川「新光丸」にかかる法定点検（中間検査）、「ますみ」にかかる法定点検（定期検査）の受検手数料の支出について
45,600

建設局 河川・渡船管理事務所 平成31年03月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 船舶緊急連絡用携帯電話料金にかかる経費の支出について（２月分）
5,693

建設局 河川・渡船管理事務所 平成31年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　手数料 平成３０年度天保山渡船場浄化槽定期検査受検にかかる経費の支出について
5,000

建設局 河川・渡船管理事務所 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,718

建設局 河川・渡船管理事務所 平成31年03月29日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,816

建設局 大阪城公園事務所 平成31年03月20日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　水道料金の支出について（中央区南船場４丁目街園　平成３１年２月分）
1,512

建設局 大阪城公園事務所 平成31年03月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　大阪城公園事務所水道使用料の支出について（２月使用分）
174,559

建設局 大阪城公園事務所 平成31年03月27日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）／大阪城公園事務所
5,184

建設局 大阪城公園事務所 平成31年03月27日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　電気料金の支出について(松島公園野球場　　平成31年2月分)
93,920

建設局 大阪城公園事務所 平成31年03月27日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　電気料金の支出について(大阪城公園事務所　平成31年2月分)
139,904

建設局 大阪城公園事務所 平成31年03月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　電気料金の支出について(靭公園【西園】　平成31年2月分)
139,300

建設局 大阪城公園事務所 平成31年03月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公園管理用　大阪城公園事務所「旧西部方面公園事務所」電話料金（平成３１年２月使用分）平成３１年３月請求分の支出について
7,022

建設局 大阪城公園事務所 平成31年03月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公園管理用　大阪城公園事務所電話料金（平成３１年２月使用分）平成３１年３月請求分の支出について
26,908

建設局 八幡屋公園事務所 平成31年03月05日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内等出張交通費の支出について（１月分）
22,630

建設局 八幡屋公園事務所 平成31年03月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　電気料金(千島公園)の支出について(平成31年2月分)八幡屋公園事務所
53,423
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建設局 八幡屋公園事務所 平成31年03月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　電気料金(小林公園野球場)の支出について(平成31年2月分)八幡屋公園事務所
94,660

建設局 八幡屋公園事務所 平成31年03月26日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について(２月分)
19,869

建設局 八幡屋公園事務所 平成31年03月26日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について(２月分)
8,640

建設局 八幡屋公園事務所 平成31年03月26日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について(２月分)
2,000

建設局 八幡屋公園事務所 平成31年03月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内等出張交通費の支出について（２月分）
28,500

建設局 八幡屋公園事務所 平成31年03月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公園管理用　電話料金の支出について(平成31年2月分)八幡屋公園事務所
29,863

建設局
南部方面管理事務所
管理課

平成31年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（３１年１月分）
3,468

建設局
南部方面管理事務所
管理課

平成31年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 補償、補填及賠償金　賠償金 判決を踏まえた賠償金の支出について（その３０）
1,436

建設局
南部方面管理事務所
管理課

平成31年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用　なにわ880あ1144号車ほか７台自動車定期整備（継続検査）にかかる経費の支出について
158,976

建設局
南部方面管理事務所
管理課

平成31年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用　道路維持作業車（なにわ８８０あ１１６８）修繕にかかる経費の支出について
42,552

建設局
南部方面管理事務所
管理課

平成31年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　備品修繕料 道路事業用　庁内情報利用パソコン修繕にかかる経費の支出について
280,895

建設局
南部方面管理事務所
管理課

平成31年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 道路事業用　工事用看板買入にかかる経費の支出について
60,480

建設局
南部方面管理事務所
管理課

平成31年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　平野工営所庁舎内中央監視装置改修工事にかかる経費の支出について
4,140,400

建設局
南部方面管理事務所
管理課

平成31年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ８８０あ１７５４）修繕にかかる経費の支出について
29,030

建設局
南部方面管理事務所
管理課

平成31年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ８８０あ１７３５）修繕にかかる経費の支出について
33,642

建設局
南部方面管理事務所
管理課

平成31年03月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用　なにわ880あ320号車ほか９台自動車定期整備（中間点検）にかかる経費の支出について
183,600

建設局
南部方面管理事務所
管理課

平成31年03月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 補償、補填及賠償金　賠償金 判決を踏まえた賠償金の支出について（その３１）
1,674

建設局
南部方面管理事務所
管理課

平成31年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用　なにわ880あ568号車ほか６台自動車定期整備（継続検査）にかかる経費の支出について
144,612

建設局
南部方面管理事務所
管理課

平成31年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用　なにわ880あ1143号車ほか１０台自動車定期整備（継続検査）にかかる経費の支出について
254,880

建設局
南部方面管理事務所
管理課

平成31年03月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用　小型貨物自動車（なにわ８００さ８７１９）修繕にかかる経費の支出について
46,526

建設局
南部方面管理事務所
管理課

平成31年03月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ８８０あ２９７７）修繕にかかる経費の支出について
32,443

建設局
南部方面管理事務所
管理課

平成31年03月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ８８０あ８８１）修繕にかかる経費の支出について
24,192

建設局
南部方面管理事務所
管理課

平成31年03月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用　道路維持作業車（なにわ８８０あ５６８）修繕にかかる経費の支出について
261,991

建設局
南部方面管理事務所
管理課

平成31年03月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 台風動員にかかる交通費の支出について
4,660

建設局
南部方面管理事務所
管理課

平成31年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　旧南工営所水道代（平成３１年１月分）の支出について
5,496

建設局
南部方面管理事務所
管理課

平成31年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　旧南工営所光熱水費の支出について（平成３１年２月分電気料金）
37,562

建設局
南部方面管理事務所
管理課

平成31年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用　道路維持作業車（なにわ８８０あ５９６）修繕にかかる経費の支出について
8,823

建設局
南部方面管理事務所
管理課

平成31年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用　道路維持作業車（なにわ８８０あ５８５）修繕にかかる経費の支出について
22,615

建設局
南部方面管理事務所
管理課

平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年２月分）
30,581

建設局
南部方面管理事務所
管理課

平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年２月分）
86,886

建設局
南部方面管理事務所
管理課

平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年２月分）
1,000

建設局 平野工営所 平成31年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張交通費（平成３１年１月分）の支出について
5,884

建設局 平野工営所 平成31年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張交通費（平成３１年２月分）の支出について
4,668

建設局 平野工営所 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
24,994

建設局 平野工営所 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
11,232

建設局 平野工営所 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,520

建設局 平野工営所 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,200

建設局 平野工営所 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 原材料費　工事材料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
9,639

建設局 長居公園事務所 平成31年03月06日 一般会計 土木費 公園費 公園費 負担金、補助及交付金　交付金 公園管理用　平成30年度上半期公園愛護会交付金（長居公園事務所所管分）の支出について
41,052

建設局 長居公園事務所 平成31年03月15日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（1月分）
8,538

建設局 長居公園事務所 平成31年03月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園管理用　小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
969

建設局 長居公園事務所 平成31年03月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　備品修繕料 公園管理用　小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
2,700

建設局 長居公園事務所 平成31年03月27日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　浅香中央公園の電気使用料の支出について（平成31年2月分）
122,885

建設局 長居公園事務所 平成31年03月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（2月分）
13,737

建設局 長居公園事務所 平成31年03月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（10月分その２）
1,280

建設局
北部方面管理事務所
管理課

平成31年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用　なにわ８００せ６３２号車 自動車定期整備（中間点検）にかかる経費の支出について
30,240

建設局
北部方面管理事務所
管理課

平成31年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 現場作業用　高速切断機替刃ほか１点買入にかかる経費の支出について
39,690
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建設局
北部方面管理事務所
管理課

平成31年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 道路維持作業用　小型振動ローラー定期自主検査（特定自主検査）にかかる経費の支出について
145,800

建設局
北部方面管理事務所
管理課

平成31年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ８８０あ１１６９号車）修繕にかかる経費の支出について
58,536

建設局
北部方面管理事務所
管理課

平成31年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 現場作業用　刈払機用替刃ほか３点買入にかかる経費の支出について
108,000

建設局
北部方面管理事務所
管理課

平成31年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ８８０あ１７５５号車）修繕にかかる経費の支出について
31,039

建設局
北部方面管理事務所
管理課

平成31年03月14日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　十三公園事務所１階扉ガラス及び倉庫１階扉ガラス修繕にかかる経費の支出について
81,000

建設局
北部方面管理事務所
管理課

平成31年03月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張交通費の支出について（２月分）
1,920

建設局
北部方面管理事務所
管理課

平成31年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ８８０あ５７１号車）修繕にかかる経費の支出について
15,660

建設局
北部方面管理事務所
管理課

平成31年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ８８０あ２３９３号車）修繕にかかる経費の支出について
15,660

建設局
北部方面管理事務所
管理課

平成31年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ８８０あ２３９１号車）修繕にかかる経費の支出について
15,660

建設局
北部方面管理事務所
管理課

平成31年03月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　野田工営所電気料金（2月分）にかかる経費の支出について
377,987

建設局
北部方面管理事務所
管理課

平成31年03月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　十三工営所電気料金（2月分）にかかる経費の支出について
253,359

建設局
北部方面管理事務所
管理課

平成31年03月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 野田工営所　固定電話（ＮＴＴ）料金（２月分）にかかる経費の支出について
20,573

建設局
北部方面管理事務所
管理課

平成31年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　台所用液体洗剤ほか26点買入にかかる経費の支出について
282,841

建設局
北部方面管理事務所
管理課

平成31年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　野田工営所給湯用ボイラーポンプ修繕にかかる経費の支出について
132,840

建設局
北部方面管理事務所
管理課

平成31年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ８８０あ５６７号車）修繕にかかる経費の支出について
34,138

建設局
北部方面管理事務所
管理課

平成31年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 備品購入費　機械器具費 現場作業用　複合型ガス検知器(北部)買入にかかる経費の支出について
129,114

建設局
北部方面管理事務所
管理課

平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 道路占用等業務用　納入通知書・領収書－１ほか２点印刷にかかる経費の支出について
73,062

建設局
北部方面管理事務所
管理課

平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　野田工営所資機材倉庫屋根修繕(緊急)にかかる経費の支出について
918,000

建設局
北部方面管理事務所
管理課

平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ８８０あ５８８号車）修繕にかかる経費の支出について
15,012

建設局
北部方面管理事務所
管理課

平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ８８０あ２３９４号車）修繕にかかる経費の支出について
32,400

建設局
北部方面管理事務所
管理課

平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用　なにわ８８０あ２９５６号車ほか２３台自動車定期整備（継続検査）にかかる経費の支出について
470,772

建設局
北部方面管理事務所
管理課

平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用　なにわ８８０あ１４２６号車ほか７台自動車定期整備（中間点検）にかかる経費の支出について
112,320

建設局
北部方面管理事務所
管理課

平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ８８０あ５８７号車）修繕にかかる経費の支出について
56,602

建設局 野田工営所 平成31年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
36,601

建設局 野田工営所 平成31年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
21,070

建設局 野田工営所 平成31年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
800

建設局 野田工営所 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張交通費の支出について（２月分）
5,120

建設局 十三工営所 平成31年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 道路調整用等市内出張交通費の支出について（１月分）
9,640

建設局 十三工営所 平成31年03月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 歌島豊里線アンダーパス情報板更新工事に伴う製品検査にかかる管外出張について
36,180

建設局 十三工営所 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 道路調整用等市内出張交通費の支出について（２月分）
8,890

建設局 十三工営所 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
31,158

建設局 十三工営所 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
52,905

建設局 十三工営所 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,480

建設局 十三工営所 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
900

建設局 扇町公園事務所 平成31年03月05日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　扇町公園施設（高圧）の電気使用料の支出について（１月分）
222,618

建設局 扇町公園事務所 平成31年03月05日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　扇町公園事務所（高圧）の電気使用料の支出について（１月分）
184,736

建設局 扇町公園事務所 平成31年03月05日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　中之島公園（高圧）の電気使用料の支出について（１月分）
94,941

建設局 扇町公園事務所 平成31年03月06日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　正蓮寺川公園の水道使用料の支出について（２月分）
5,561

建設局 扇町公園事務所 平成31年03月15日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　福島浜緑道樹木用の電気使用料の支出について（２月分）
14,768

建設局 扇町公園事務所 平成31年03月15日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　福島浜緑道の電気使用料の支出について（２月分）
10,800

建設局 扇町公園事務所 平成31年03月18日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　南天満公園の電気使用料の支出について（２月分）
102,639

建設局 扇町公園事務所 平成31年03月20日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　中之島公園の水道使用料の支出について（３月分）
1,587

建設局 扇町公園事務所 平成31年03月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
43,611

建設局 扇町公園事務所 平成31年03月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　正蓮寺川公園の公園灯及び雨水排水ポンプ設備の電気使用料の支出について（２月分）
14,148

建設局 扇町公園事務所 平成31年03月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
9,244

建設局 扇町公園事務所 平成31年03月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
9,115

建設局 扇町公園事務所 平成31年03月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内等出張交通費の支出について（２月分）
16,710
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建設局 十三公園事務所 平成31年03月06日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　矢倉緑地公園　上水使用料の支出について（1月分）
12,695

建設局 十三公園事務所 平成31年03月07日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内出張交通費の支出について(1月分)
12,800

建設局 十三公園事務所 平成31年03月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　矢倉緑地下水道使用料金の支出について(２月分)
8,743

建設局 十三公園事務所 平成31年03月27日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
57,793

建設局 十三公園事務所 平成31年03月27日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
21,219

建設局 十三公園事務所 平成31年03月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内出張交通費の支出について(２月分)
11,459

建設局 十三公園事務所 平成31年03月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　十三公園電気使用料の支出について（２月分）
168,475

建設局 公園緑化部調整課 平成31年03月05日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内等出張交通費の支出について（１月分）
95,866

建設局 公園緑化部調整課 平成31年03月06日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料施設使用料にかかる過年度還付金の支出について（オーパス・システム）
9,000

建設局 公園緑化部調整課 平成31年03月08日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園管理用　ＣＤ－Ｒほか１点　買入経費の支出について
53,978

建設局 公園緑化部調整課 平成31年03月14日 一般会計 土木費 公園費 公園費 公有財産購入費　土地購入費 公園事業用　矢倉緑地整備に伴う約定償還金の支出について（平成31年3月期）
36,733,427

建設局 公園緑化部調整課 平成31年03月14日 一般会計 土木費 公園費 公園費 公有財産購入費　土地購入費 公園事業用　鶴見中央公園整備資金償還金の支出について（第１３回）
7,930,533

建設局 公園緑化部調整課 平成31年03月14日 一般会計 土木費 公園費 公園費 公有財産購入費　建物購入費 公園事業用　鶴見中央公園整備資金償還金の支出について（第１３回）
992,504

建設局 公園緑化部調整課 平成31年03月14日 一般会計 土木費 公園費 公園費 公有財産購入費　建物購入費 公園事業用　矢倉緑地整備に伴う約定償還金の支出について（平成31年3月期）
36,832,883

建設局 公園緑化部調整課 平成31年03月15日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園事業用　第16回公園管理運営フォーラムへの参加に伴う出張及び旅費の支出について
29,040

建設局 公園緑化部調整課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 需用費　備品修繕料 子ども見守りカメラ専用パソコン修繕にかかる経費の支出について
60,300

建設局 公園緑化部調整課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理用　平成２７年度　庁内情報利用カラープリンタ一式長期借入経費の支出について（平成31年２月分）
19,440

建設局 公園緑化部調整課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 砂場の安全衛生対策用　砂場用抗菌剤　買入経費の支出について
1,783,425

建設局 公園緑化部調整課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 公園維持管理用　自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入（天王寺動物公園事務所ほか５か所）経費の支出について（平成31年２月分）
25,833

建設局 公園緑化部調整課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 公園維持管理用　自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入（長居公園事務所ほか１か所）経費の支出について（平成31年２月分）
6,264

建設局 公園緑化部調整課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内等出張交通費の支出について（２月分）
84,016

建設局 公園緑化部調整課 平成31年03月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公園緑化事務用　後納郵便料金（２月分）の支出について
88,454

建設局 公園緑化部調整課 平成31年03月28日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 動物園用　ＥＴＣ利用高速道路通行料（１月分）の支出について
2,270

建設局 公園緑化部調整課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 報償費　報償金 公園事業用　第１回大阪市公園・スポーツ施設指定管理予定者選定会議の経費の支出について
82,940

建設局 公園緑化部調整課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 報酬　其他委員等報酬 公園事業用　第４回みどりのまちづくり審議会にかかる経費の支出について
165,000

建設局 公園緑化部調整課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　費用弁償 公園事業用　第４回みどりのまちづくり審議会にかかる経費の支出について
9,670

建設局 公園緑化部調整課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 平成30年度長居公園、長居陸上競技場及び長居公園地下駐車場ほか6施設管理運営業務代行料の支払いについて（平成30年度台風21号災害復旧分）
68,171,278

建設局 公園緑化部調整課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 負担金、補助及交付金　負担金 公園事業用　毛馬桜之宮公園の工事占用に伴う国庫納付の実施及び同経費の支出について
56,860

建設局 公園課 平成31年03月08日 一般会計 土木費 公園費 公園費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　鞍作公園防球柵改修その他工事の工事費の支出について
13,636,080

建設局 公園課 平成31年03月08日 一般会計 土木費 公園費 公園費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　十三公園事務所管内施設補修工事の精算金の支出について
7,922,760

建設局 公園課 平成31年03月11日 一般会計 土木費 公園費 公園費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　扇町公園事務所管内施設補修工事の工事費の支出について
5,576,040

建設局 公園課 平成31年03月15日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　第１・２突堤北臨港緑地フェンス改修その他工事の工事費の精算払いについて
4,198,040

建設局 公園課 平成31年03月20日 一般会計 土木費 公園費 公園費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　平野公園防球柵改修その他工事の工事費精算金の支出について
19,876,400

建設局 公園課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 公園費 公園費 工事請負費　新規工事費 公園事業用　正蓮寺川公園防球柵新設工事の工事費の精算払いについて
41,213,040

建設局 公園課 平成31年03月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内等出張交通費（１月分その２・２月分）の支出について
27,786

建設局 公園課 平成31年03月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 工事請負費　新規工事費 公園事業用　逢阪公園新設工事の中間前払金の支出について
12,790,000

建設局 公園課 平成31年03月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　北部方面管理事務所管内施設災害復旧工事の前払金の支出について
1,160,000

建設局 公園課 平成31年03月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　逢阪公園新設工事の中間前払金の支出について
340,000

建設局 公園課 平成31年03月26日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 公園事業用　東部方面管理事務所管内公園改修工事に伴う設計業務委託の委託費の精算払いについて
1,408,000

建設局 公園課 平成31年03月26日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 公園事業用　桃ヶ池公園橋梁改修工事に伴う設計業務委託の委託費の精算払いについて
3,108,000

建設局 公園課 平成31年03月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　南部方面管理事務所管内遊具補修工事の工事費の精算払いについて
3,319,800

建設局 公園課 平成31年03月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　西部方面管理事務所管内遊具補修工事の工事費の精算払いについて
2,478,120

建設局 公園課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 公園事業用　巽公園新設工事に伴う設計業務委託の委託費の支出について
7,050,240

建設局 公園課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　中津公園改修工事の工事費の支出について
8,313,840

建設局 緑化課 平成31年03月01日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 平成３０年度八幡屋公園事務所管内一円公園一般廃棄物分別収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第９回）
1,481,760

建設局 緑化課 平成31年03月04日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 平成３０年度鶴見緑地公園事務所管内一円公園一般廃棄物分別収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第３回）
5,610,600

建設局 緑化課 平成31年03月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 公営住宅建設用　西宮原住宅１号館植栽工事の経費の支出（完成払い）について
4,123,440
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建設局 緑化課 平成31年03月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 公営住宅建設用　住吉住宅3号館植栽工事の経費の支出（完成払い）について
2,025,000

建設局 緑化課 平成31年03月13日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 平成３０年度真田山公園事務所管内一円公園一般廃棄物分別収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第９回)
1,636,200

建設局 緑化課 平成31年03月14日 一般会計 土木費 公園費 公園費 負担金、補助及交付金　補助金 港区児童遊園整備費補助金の支出について（田中）
75,000

建設局 緑化課 平成31年03月15日 一般会計 土木費 公園費 公園費 負担金、補助及交付金　補助金 住之江区児童遊園整備費補助金の支出について（中加賀屋）
48,600

建設局 緑化課 平成31年03月19日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 平成３０年度長居公園事務所管内一円公園一般廃棄物分別収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第３回）
2,926,800

建設局 緑化課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（１１月分）
53,379

建設局 緑化課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（１２月分）
39,205

建設局 緑化課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 平成３０年度真田山公園事務所管内一円公園一般廃棄物分別収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第１０回）
371,520

建設局 緑化課 平成31年03月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 公営住宅建設用　井高野第4住宅1号館植栽工事の経費の支出（完成払い）について
3,810,240

建設局 緑化課 平成31年03月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 公営住宅建設用　茨田大宮第１住宅３号館植栽工事の経費の支出（完成払い）について
4,701,240

建設局 緑化課 平成31年03月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 公営住宅建設用　池島住宅2号館植栽工事の経費の支出（完成払い）について
11,140,200

建設局 緑化課 平成31年03月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 公営住宅建設用　茨田大宮第２住宅２５号館植栽工事の経費の支出（完成払い）について
4,314,600

建設局 緑化課 平成31年03月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 公営住宅建設用　長吉長原西第２住宅２号館植栽工事の経費の支出（完成払い）について
7,117,200

建設局 緑化課 平成31年03月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 平成３０年度大阪城公園事務所管内一円公園一般廃棄物分別収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第９回）
858,600

建設局 緑化課 平成31年03月26日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 平成３０年度八幡屋公園事務所管内一円公園一般廃棄物分別収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第１０回）
619,920

建設局 緑化課 平成31年03月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 公営住宅建設用　長吉六反北住宅１・２号館植栽工事の経費の支出（完成払い）について
7,957,440

建設局 緑化課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 公園費 公園費 負担金、補助及交付金　補助金 港区児童遊園整備費補助金の交付金額確定及び支出について（新夕凪）
17,500

建設局 緑化課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　天王寺動物園植栽その他工事の経費の支出（完成払い）について
5,940,000

建設局 緑化課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（１月分）
38,321

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月04日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物飼料用　活マウスほか１点下半期概算買入経費の支出について（１月分）
30,240

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月04日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物飼料用　コイほか１点下半期概算買入経費の支出について（１月分）
146,448

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月04日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物飼料用　ミミズ下半期概算買入経費の支出について（１月分）
84,240

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月05日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園管理用　雨合羽-1ほか2点　買入にかかる経費の支出について
102,486

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月05日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 委託料　委託料 動物園管理用　平成30年度天王寺動物園内臨床検査業務委託(概算契約）にかかる経費の支出について（平成31年１月分）
61,020

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月06日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園管理用　殺虫剤ほか3点　買入にかかる経費の支出について
74,736

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月08日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 旅費　普通旅費 動物園事業用　市内等出張交通費の支出について（１月分）
42,221

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月08日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　建物修繕料 天王寺動物園　夜行性動物舎空調機器修繕にかかる経費の支出について
4,860,000

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月08日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　建物修繕料 天王寺動物園コアラ舎ＩＴＶ設備修繕（その２）（緊急）にかかる経費の支出について
516,240

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月08日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　建物修繕料 天王寺動物園新世界ゲート他電話設備修繕（緊急）にかかる経費の支出について
358,560

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月08日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　医薬材料費 レボフロキサシン錠ほか１点買入にかかる経費の支出について
45,900

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月12日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園管理用　平成３０年度ウッドチップ概算買入にかかる経費の支出について（概算買入）（1月分）
125,928

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月12日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物飼料用　青草ほか３点下半期概算買入経費の支出について（１月分）
1,430,352

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月14日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　建物修繕料 天王寺動物園フクロウ舎フェンス部修繕（緊急）にかかる経費の支出について
993,600

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月15日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園管理費　充電式チェーンソー－１ほか２点　買入にかかる経費の支出について
64,152

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月15日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園管理用　車止め－１ほか１点　買入にかかる経費の支出について
744,228

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月15日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園管理用　ワイヤレスハンドマイクセット買入にかかる経費の支出について
29,700

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月15日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園管理用　ヒツジ用バリカンほか３点 買入にかかる経費の支出について
131,220

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月15日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園管理用　ゴム手袋買入にかかる経費の支出について
10,260

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月15日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　船車修繕料 なにわ100か3953号車・定期点検整備（継続検査）の実施にかかる経費の支出について
37,800

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月15日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　医薬材料費 動物管理用　動物用Ａ型インフルエンザ検査キット買入にかかる経費の支出について
33,048

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月15日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 備品購入費　機械器具費 動物園管理費　充電式チェーンソー－１ほか２点　買入にかかる経費の支出について
173,232

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月15日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 備品購入費　機械器具費 動物園管理用　ヒツジ用バリカンほか３点 買入にかかる経費の支出について
259,200

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月19日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 動物園管理用　天王寺動物公園内警備業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（第１１回中間払い）
1,274,928

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月19日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 動物園管理用　天王寺動物園・慶沢園　出改札及び来園者案内等業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（第１１回中間払い）
479,386

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月19日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園管理用　ソーチェンほか2点　買入にかかる経費の支出について
100,872

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月19日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園管理用　コンクリート用接着剤ほか2点　買入にかかる経費の支出について
19,764

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月19日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園管理用　缶バッジパーツ（その2）　買入にかかる経費の支出について
185,760
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建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月19日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 天王寺公園・動物園管理用　大型インクジェットプリンターほか1点買入れにかかる経費の支出について
313,632

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月19日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園管理用　剪定鋸ほか8点　買入にかかる経費の支出について
261,910

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月19日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 役務費　手数料 動物園事業用　２０１９年世界動物園水族館協会（WAZA）年会費の支出について
4,000

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月19日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 委託料　委託料 動物園管理用　天王寺動物園・慶沢園　出改札及び来園者案内等業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（第１１回中間払い）
2,635,344

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月19日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 委託料　委託料 動物園管理用　天王寺動物公園内警備業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（第１１回中間払い）
2,068,331

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月19日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 備品購入費　機械器具費 天王寺公園・動物園管理用　大型インクジェットプリンターほか1点買入れにかかる経費の支出について
582,768

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月19日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 負担金、補助及交付金　会費 動物園事業用　２０１９年世界動物園水族館協会（WAZA）年会費の支出について
339,250

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月20日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 天王寺公園茶臼山他２箇所公園灯修繕にかかる経費の支出について
280,800

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月22日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園管理用　ベルトパーテーションほか6点　買入にかかる経費の支出について
848,880

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月22日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（２月分)
38,240

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月22日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　印刷製本費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（２月分)
8,715

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月22日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（２月分)
5,012

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月22日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　医薬材料費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（２月分)
21,319

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月22日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 役務費　通信運搬費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（２月分)
1,080

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月22日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 動物病院用　自動血球計数装置借入（再リース）にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
2,473

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月22日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 超低温冷凍庫（ディープフリーザー）借入（再リース）にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
2,322

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月22日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 顕微鏡および顕微鏡デジタルカメラセット長期借入にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
23,868

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 天王寺公園管理用　電気（電力自由化分）料金（平成31年２月分）の支出について
327,444

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月25日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 役務費　通信運搬費 動物公園管理用　大阪市庁内情報ネットワークにおける通信サービス料金（平成31年２月分）の支出について
5,130

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月26日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　印刷製本費 天王寺公園・動物園管理用　動物園入園券-1ほか６点　印刷にかかる経費の支出について
86,400

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月26日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　印刷製本費 天王寺公園・動物園管理用　動物園入園券-1ほか６点　印刷にかかる経費の支出について
218,160

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月26日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　建物修繕料 天王寺動物園フラミンゴ舎放飼場排水設備修繕（緊急）にかかる経費の支出について
518,400

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月27日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 旅費　普通旅費 天王寺公園・動物園の魅力向上事業用　希少動物に関する外務省との調整にかかる出張旅費の支出について
87,720

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月27日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園管理用　平成３０年度ウッドチップ概算買入にかかる経費の支出について（概算買入）（2月分）
76,032

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月27日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園管理用　パンジー-1ほか37点　買入にかかる経費の支出について
810,000

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月27日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 備品購入費　機械器具費 動物園管理用　無停電電源装置（ＵＰＳ）買入にかかる経費の支出について
372,384

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月28日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 旅費　普通旅費 動物園事業用　市内等出張交通費の支出について（２月分）
36,168

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月28日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物飼料用　キャットフードほか２点下半期概算買入経費の支出について（２月分）
19,656

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月28日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物飼料用　愛玩家禽用配合飼料ほか４点下半期概算買入経費の支出について（２月分）
33,723

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月28日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物飼料用　シシャモほか５点下半期概算買入経費の支出について（２月分）
70,200

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月28日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物飼料用　活マウスほか１点下半期概算買入経費の支出について（２月分）
30,240

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月28日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物飼料用　ミミズ下半期概算買入経費の支出について（２月分）
126,360

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月28日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物飼料用　パンの耳下半期概算買入経費の支出について（２月分）
11,715

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月28日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物飼料用　コイほか１点下半期概算買入経費の支出について（２月分）
144,720

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月28日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物飼料用　青草ほか３点下半期概算買入経費の支出について（２月分）
1,125,873

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月28日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物飼料用　ミールワームほか３点下半期概算買入経費の支出について（２月分）
99,792

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月28日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物飼料用　冷凍マウスほか４点下半期概算買入経費の支出について（２月分）
199,800

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月28日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物飼料用　干草チモシーほか３点下半期概算買入経費の支出について（２月分）
231,724

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月28日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物飼料用　ドジョウ下半期概算買入経費の支出について（２月分）
257,342

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月28日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物飼料用　アジ下半期概算買入経費の支出について（２月分）
374,900

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月28日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物飼料用　白菜ほか16点下半期概算買入経費の支出について（２月分）
1,396,440

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月28日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物飼料用　冷凍カワエビ下半期概算買入経費の支出について（２月分）
16,070

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月28日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物飼料用　牛レバーほか６点下半期概算買入経費の支出について（２月分）
777,826

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月28日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物飼料用　オキアミ下半期概算買入経費の支出について（２月分）
216,000

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月28日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物飼料用　リーフイーター用ペレットほか３点下半期概算買入経費の支出について（２月分）
52,380

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月28日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物飼料用　リンゴほか17点下半期概算買入経費の支出について（２月分）
306,568

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月28日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物飼料用　鶏卵ほか１点下半期概算買入経費の支出について（２月分）
11,556
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建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月28日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物飼料用　鶏肉ほか１点下半期概算買入経費の支出について（２月分）
266,346

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月28日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 備品購入費　庁用器具費 動物園管理用　エアコン－１ほか２点　買入にかかる経費の支出について
1,196,640

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月29日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園管理用　リュウノヒゲ　買入にかかる経費の支出について
70,200

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月29日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物飼料用　鳥用ペレットほか10点下半期概算買入経費の支出について（２月分）
450,900

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月29日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 委託料　委託料 動物園管理用　平成30年度天王寺動物園内臨床検査業務委託(概算契約）にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
100,656

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月29日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 委託料　委託料 動物園管理用　感染性医療廃棄物収集運搬処理業務委託にかかる経費の支出について
40,500

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月29日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 動物病院用　血液分析装置長期借入にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
64,800

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月29日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 動物病院用　人工呼吸器および吸入麻酔器・気化器一式長期借入にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
39,420

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月29日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 動物用保育器長期借入にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
27,540

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月29日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 動物園管理用　動物用手術台長期借入にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
27,378

建設局
天王寺動物公園事務
所

平成31年03月29日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 超音波画像診断装置長期借入にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
63,072

建設局
臨港方面管理事務所
管理課

平成31年03月15日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 臨港方面管理用カラープリンターインクカートリッジ－１ほか７点買入にかかる支出について
19,225

建設局
臨港方面管理事務所
管理課

平成31年03月15日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 臨港方面管理用外傷治療薬ほか10点買入にかかる経費の支出について
40,824

建設局
臨港方面管理事務所
管理課

平成31年03月15日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 臨港方面管理用カラープリンターインクカートリッジ－１ほか７点買入にかかる支出について
19,225

建設局
臨港方面管理事務所
管理課

平成31年03月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
21,492

建設局
臨港方面管理事務所
管理課

平成31年03月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,318

建設局
臨港方面管理事務所
管理課

平成31年03月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
800

建設局
臨港方面管理事務所
管理課

平成31年03月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
18,900

建設局
臨港方面管理事務所
管理課

平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 臨港方面管理用産業廃棄物収集運搬車マグネットシート買入にかかる経費の支出について
23,625

建設局
臨港方面管理事務所
管理課

平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 臨港方面管理用屋外用水性塗料ほか２点買入にかかる経費の支出について
7,992

建設局
臨港方面管理事務所
管理課

平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 臨港方面管理用屋外用水性塗料ほか２点買入にかかる経費の支出について
7,992

建設局
臨港方面管理事務所
管理課

平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 臨港方面管理用産業廃棄物収集運搬車マグネットシート買入にかかる経費の支出について
10,125

建設局 企画課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 打ち合わせ用等市内出張交通費（近接地を含む）１月分の支出について
11,107

建設局 企画課 平成31年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 台東区役所都市づくり部交通対策課観光バス担当との打ち合わせ及び現地視察にかかる出張の旅費の支出について
58,540

建設局 企画課 平成31年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 第7次国土調査事業十箇年計画策定における地籍調査の進め方についての要望活動に関する出張の旅費の支出について
28,150

建設局 企画課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 第1回全国街路空間再構築・利活用推進会議（全国会議）及び現場視察における出張の旅費の支出について
57,800

建設局 企画課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 大阪市業務説明会にかかる立命館大学への出張における旅費の支出について
2,740

建設局 方面調整課 平成31年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 自転車対策事務にかかる市内等出張交通費（近接地を含む）の支出について（１月分）
24,309

建設局 方面調整課 平成31年03月04日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　新規工事費 大正駅外1自転車駐車場舗装その他工事の前払い金の支出について
6,210,000

建設局 方面調整課 平成31年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 打合せ等用出張交通費の支出について（１月分）
8,151

建設局 方面調整課 平成31年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 方面調整課（自転車施策担当）事務に係る市内等出張交通費の支出について（１月分）
11,292

建設局 方面調整課 平成31年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 自転車保管所管理運営業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
20,916,761

建設局 方面調整課 平成31年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　新規工事費 なんば駅自転車駐車場舗装その他工事の前払いの支出について
3,800,000

建設局 方面調整課 平成31年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 自転車活用推進に係る都道府県・政令市担当者説明会の参加にかかる管外出張旅費の支出について
29,230

建設局 方面調整課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 放置自転車対策用　啓発指導員用ベストほか１点買入にかかる経費の支出について
437,616

建設局 方面調整課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 方面調整課（自転車施策担当）事務に係る市内等出張交通費の支出について（２月分）
16,765

建設局 方面調整課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 打合せ等用市内出張交通費の支出について（２月分）
7,281

建設局 方面調整課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 放置自転車管理システム用回線移設工事費の支出について
21,600

建設局 方面調整課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 平成30年度放置自転車等運搬業務委託－２にかかる経費の支出について（第２回設計変更）（２月分）
1,458,000

建設局 方面調整課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 平成30年度放置自転車等運搬業務委託－３にかかる経費の支出について（第２回設計変更）（２月分）
1,328,400

建設局 方面調整課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 平成30年度放置自転車等運搬業務委託－４にかかる経費の支出について（第１回設計変更）（２月分）
950,400

建設局 方面調整課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 平成30年度放置自転車等運搬業務委託－６にかかる経費の支出について（第２回設計変更）（２月分）
1,306,800

建設局 方面調整課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 平成30年度放置自転車等運搬業務委託－７にかかる経費の支出について（第２回設計変更）（２月分）
1,285,200

建設局 方面調整課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 平成30年度放置自転車等運搬業務委託－５にかかる経費の支出について（第１回設計変更）（２月分）
993,600

建設局 方面調整課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 平成30年度放置自転車等運搬業務委託－８にかかる経費の支出について（第１回設計変更）（２月分）
2,343,600

建設局 方面調整課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 平成30年度放置自転車等運搬業務委託－１にかかる経費の支出について（第１回設計変更）（２月分）
2,170,800

建設局 方面調整課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 平成30年度放置自転車等運搬業務委託－１１にかかる経費の支出について（第１回設計変更）（２月分）
2,030,400
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建設局 方面調整課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 平成30年度放置自転車等運搬業務委託－９にかかる経費の支出について（第１回設計変更）（２月分）
1,900,800

建設局 方面調整課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 平成30年度放置自転車等運搬業務委託－１０にかかる経費の支出について（第１回設計変更）（２月分）
2,462,400

建設局 方面調整課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 放置自転車管理システム機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
389,988

建設局 工務課 平成31年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 平成30年度　公共事業労務費調査業務委託にかかる経費の支出について
103,507

建設局 工務課 平成31年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 委託料　委託料 平成30年度　公共事業労務費調査業務委託にかかる経費の支出について
47,113

建設局 工務課 平成31年03月01日 一般会計 土木費 河川費 河川費 委託料　委託料 平成30年度　公共事業労務費調査業務委託にかかる経費の支出について
70,061

建設局 工務課 平成31年03月01日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　低密度ポリエチレン製ごみ袋（大）ほか１点買入経費の支出について（第２回）
5,235,516

建設局 工務課 平成31年03月01日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　油圧ショベル特定自主検査整備（その２）経費の支出について
291,600

建設局 工務課 平成31年03月01日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　ライトダンプ（なにわ４８０さ１４５）修繕経費の支出について
25,347

建設局 工務課 平成31年03月01日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　備品修繕料 公園維持管理用　扇町公園事務所　油圧ショベル（ヤンマーＶＩＯ１７）修繕経費の支出について
199,800

建設局 工務課 平成31年03月01日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 平成30年度　公共事業労務費調査業務委託にかかる経費の支出について
187,974

建設局 工務課 平成31年03月01日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 委託料　委託料 平成30年度　公共事業労務費調査業務委託にかかる経費の支出について
23,434

建設局 工務課 平成31年03月01日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 平成30年度　公共事業労務費調査業務委託にかかる経費の支出について
114,831

建設局 工務課 平成31年03月01日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 平成30年度　公共事業労務費調査業務委託にかかる経費の支出について
422,303

建設局 工務課 平成31年03月01日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 平成30年度　公共事業労務費調査業務委託にかかる経費の支出について
422,303

建設局 工務課 平成31年03月04日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　電池式電波時計　買入経費の支出について
2,645,676

建設局 工務課 平成31年03月04日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　パンジーほか１０点（鶴見）買入経費の支出について
119,340

建設局 工務課 平成31年03月04日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　バイブレーションローラー特定自主検査整備経費の支出について
97,200

建設局 工務課 平成31年03月05日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　高所作業車特定自主検査整備経費の支出について
583,200

建設局 工務課 平成31年03月05日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　ホイルローダー（大阪市北き２９６４）修繕（緊急）経費の支出について
126,360

建設局 工務課 平成31年03月05日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　ライトバン（なにわ４８０く５００）修繕経費の支出について
99,576

建設局 工務課 平成31年03月05日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　備品修繕料 公園維持管理用　真田山公園事務所　バイブレーションローラー（ＴＭＲ６５ＫＤ）修繕経費の支出について
43,016

建設局 工務課 平成31年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 平成30年度住之江工営所管内事故防止対策業務委託（概算契約）第４回中間金の支出について
668,520

建設局 工務課 平成31年03月06日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　打掛錠買入経費の支出について
28,998

建設局 工務課 平成31年03月06日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 平成30年度住之江工営所管内事故防止対策業務委託（概算契約）第４回中間金の支出について
165,240

建設局 工務課 平成31年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張・近距離管外出張旅費（１１、１２月分）の支出について
48,271

建設局 工務課 平成31年03月07日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張・近距離管外出張旅費（１１、１２月分）の支出について
14,112

建設局 工務課 平成31年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 市内一円駐車場等産業廃棄物収集運搬処理業務委託の委託精算金の支出について
211,680

建設局 工務課 平成31年03月08日 一般会計 土木費 河川費 河川費 工事請負費　改修工事費 城北川アクアパークポンプ場噴水ポンプ修繕の精算金の支出について
1,976,400

建設局 工務課 平成31年03月08日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　桃ヶ池公園詰所トイレ詰まり修繕（緊急）経費の支出について
176,472

建設局 工務課 平成31年03月08日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　巽北さくら公園ほか４公園複合遊具・ブランコ修繕経費の支出について
740,880

建設局 工務課 平成31年03月08日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　高所作業車（なにわ８００す３９８３）修繕経費の支出について
268,650

建設局 工務課 平成31年03月08日 一般会計 土木費 公園費 公園費 原材料費　工事材料費 公園維持管理用　コンクリート型枠用合板買入経費の支出について
64,152

建設局 工務課 平成31年03月08日 一般会計 土木費 公園費 公園費 原材料費　工事材料費 公園維持管理用　支柱用杉丸太買入経費の支出について
32,400

建設局 工務課 平成31年03月08日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 需用費　建物修繕料 本町地下駐車場外１駐車機械装置修繕の精算金の支出について
24,246,000

建設局 工務課 平成31年03月08日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 委託料　委託料 市内一円駐車場等産業廃棄物収集運搬処理業務委託の委託精算金の支出について
538,920

建設局 工務課 平成31年03月08日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 工事請負費　改修工事費 土佐堀地下駐車場ＣＯ設備更新工事の工事精算金の支出について
1,794,960

建設局 工務課 平成31年03月08日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 工事請負費　改修工事費 西横堀駐車場(7号ブロック)ITV設備更新工事の工事精算金の支出について
3,854,360

建設局 工務課 平成31年03月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　改修工事費 新庄大和川線共同溝（第２工区）遠方監視装置改修工事の工事精算金の支出について
11,288,480

建設局 工務課 平成31年03月11日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　ソメイヨシノほか２点買入経費の支出について
210,870

建設局 工務課 平成31年03月11日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　真田山公園給水設備修繕（緊急）経費の支出について
275,400

建設局 工務課 平成31年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　建物修繕料 ＡＴＣ庁舎外８状態監視装置修繕の精算金の支出について
2,181,600

建設局 工務課 平成31年03月12日 一般会計 土木費 公園費 公園費 工事請負費　新規工事費 北部方面管内公園灯改修工事の工事精算金の支出について
565,920

建設局 工務課 平成31年03月12日 一般会計 土木費 公園費 公園費 工事請負費　改修工事費 北部方面管内公園灯改修工事の工事精算金の支出について
6,345,000

建設局 工務課 平成31年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 工事請負費　改修工事費 天王寺バイパス外１道路情報板修繕の精算金の支出について
24,440,400

建設局 工務課 平成31年03月13日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　アセキノシル水和剤ほか３０点　買入経費の支出について
810,000

建設局 工務課 平成31年03月13日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　カランコエほか２２点買入経費の支出について
572,400
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建設局 工務課 平成31年03月13日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　備品修繕料 公園維持管理用　平成30年度複合型ガス濃度測定器（公園管理用）修繕経費の支出について
216,000

建設局 工務課 平成31年03月14日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　磯路中央公園女子トイレ建具修繕経費の支出について
210,600

建設局 工務課 平成31年03月14日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 工事請負費　改修工事費 豊崎地下駐車場ＩＴＶ設備更新工事の工事精算金の支出について
5,129,520

建設局 工務課 平成31年03月15日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　損害保険料 平成30年度公園管理用車両更新にかかる自賠責保険料・重量税・リサイクル料金の支出について(普通貨物自動車(2t低床ダンプトラック)3台分）
93,690

建設局 工務課 平成31年03月15日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 公課費　公課費 平成30年度公園管理用車両更新にかかる自賠責保険料・重量税・リサイクル料金の支出について(普通貨物自動車(2t低床ダンプトラック)3台分）
37,500

建設局 工務課 平成31年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 公園・道路管理用　消火器（蓄圧式）ほか８点買入の精算金の支出について
36,558

建設局 工務課 平成31年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 道路管理用　交通整理棒ほか１点買入の精算金の支出について
74,196

建設局 工務課 平成31年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 道路管理用　金剛打紐ほか１点買入の精算金の支出について
14,126

建設局 工務課 平成31年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 庁内情報事務用スイッチングハブほか1点買入経費の支出について
46,980

建設局 工務課 平成31年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用　なにわ８８０あ３２６３自動車定期整備（中間点検）にかかる経費の支出について
15,120

建設局 工務課 平成31年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用　なにわ８００す１３ほか２台自動車定期整備（継続検査）にかかる経費の支出について
59,400

建設局 工務課 平成31年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　損害保険料 継続検査用　自動車損害賠償責任保険料及び自動車重量税の支出について（なにわ８００す１３ほか２台）
50,630

建設局 工務課 平成31年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 平成30年度十三工営所管内事故防止対策業務委託（概算契約）第５回中間金の支出について
490,320

建設局 工務課 平成31年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 北部方面管理事務所管内で使用するＬＥＤ道路照明灯一式　長期借入の経費の支出について（平成３0年度２月分）
234,106

建設局 工務課 平成31年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 北部方面管理事務所管内外１で使用するＬＥＤ道路照明灯一式　長期借入の経費の支出について（平成３０年度２月分）
116,316

建設局 工務課 平成31年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 公課費　公課費 継続検査用　自動車損害賠償責任保険料及び自動車重量税の支出について（なにわ８００す１３ほか２台）
52,200

建設局 工務課 平成31年03月15日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　標識ロープ‐１ほか１１点買入経費の支出について
1,231,200

建設局 工務課 平成31年03月15日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　人工芝－１ほか１点（その２）買入経費の支出について
1,769,040

建設局 工務課 平成31年03月15日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 庁内情報事務用スイッチングハブ買入経費の支出について
12,096

建設局 工務課 平成31年03月15日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園・道路管理用　消火器（蓄圧式）ほか８点買入の精算金の支出について
185,371

建設局 工務課 平成31年03月15日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　沢之町公園遊具修繕（その２）経費の支出について
1,119,960

建設局 工務課 平成31年03月15日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　泉尾上公園ほか６公園遊具修繕経費の支出について
1,508,112

建設局 工務課 平成31年03月15日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　手数料 平成30年度公園管理用車両更新にかかる自賠責保険料・重量税・リサイクル料金の支出について(普通貨物自動車(2t低床ダンプトラック)3台分）
28,380

建設局 工務課 平成31年03月15日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 平成30年度十三工営所管内事故防止対策業務委託（概算契約）第５回中間金の支出について
142,560

建設局 工務課 平成31年03月15日 一般会計 土木費 公園費 公園費 原材料費　工事材料費 公園維持管理用　ストックヤードブロックほか４点買入経費の支出について
999,648

建設局 工務課 平成31年03月15日 一般会計 土木費 公園費 公園費 原材料費　工事材料費 公園維持管理用　インスタントセメントほか４点買入経費の支出について
174,830

建設局 工務課 平成31年03月15日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 工事請負費　新規工事費 淡路駅前線外１道路照明灯設置工事-2の工事前払金の支出について
7,360,000

建設局 工務課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用　普通自動車（なにわ８００す１３）修繕にかかる経費の支出について
22,237

建設局 工務課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用　普通自動車（なにわ８００す１４）修繕にかかる経費の支出について
32,724

建設局 工務課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 平成30年度道路排水設備等設計業務委託の委託料精算金の支出について
6,804,000

建設局 工務課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 ＬＥＤ道路照明灯（市岡工営所管内）一式　長期借入の経費の支出について（平成３０年度２月分）
713,720

建設局 工務課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 ＬＥＤ道路照明灯（平野工営所管内）一式　長期借入の経費の支出について（平成３０年度２月分）
755,896

建設局 工務課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 旅費　普通旅費 阪東大橋情報板更新工事及び歌島豊里線アンダーパス情報板更新工事の製品検査にかかる管外出張旅費の支出について
36,180

建設局 工務課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 河川費 河川費 委託料　委託料 道頓堀川水門外1長寿命化計画修正業務委託の委託料精算金の支出について
5,270,400

建設局 工務課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　レーキ買入経費の支出について
26,341

建設局 工務課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　鶴町南公園ほか１０公園遊具修繕経費の支出について
1,288,440

建設局 工務課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　旭公園庭球場人工芝張替修繕経費の支出について
486,000

建設局 工務課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　西成公園ほか３公園遊具修繕経費の支出について
1,532,520

建設局 工務課 平成31年03月18日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 旅費　普通旅費 平成30年度大阪市立駐車場指定管理予定者選定会議のための打合せへの出席にかかる管外出張について
2,740

建設局 工務課 平成31年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 直営作業用　防護柵ほか１５点（道路）買入経費の支出について
1,252,800

建設局 工務課 平成31年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 ＬＥＤ道路照明灯（十三工営所管内）一式　長期借入の経費の支出について（平成３０年度２月分）
680,400

建設局 工務課 平成31年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 ＬＥＤ道路照明灯（中浜工営所管内）一式　長期借入の経費の支出について（平成３０年度２月分）
804,600

建設局 工務課 平成31年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 ＬＥＤ道路照明灯（海老江工営所管内）一式　長期借入の経費の支出について（平成３０年度２月分）
955,800

建設局 工務課 平成31年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 原材料費　工事材料費 直営作業用　舗装段差修正材ほか１点（道路）（その２）買入経費の支出について
860,760

建設局 工務課 平成31年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 原材料費　工事材料費 直営作業用　コンクリート砕石ほか１０点（道路）買入経費の支出について
1,513,398

建設局 工務課 平成31年03月19日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　有機肥料ほか１３点買入経費の支出について
2,268,000

建設局 工務課 平成31年03月19日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　東深江公園ほか３公園便所・ダッグアウト屋根等修繕（緊急）経費の支出について
1,425,600
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建設局 工務課 平成31年03月19日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　柴谷公園多目的トイレ扉修繕（緊急）経費の支出について
464,400

建設局 工務課 平成31年03月19日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　永田公園ほか１公園遊具修繕経費の支出について
150,552

建設局 工務課 平成31年03月19日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　散水車（なにわ８００さ４２２１）修繕（その２）経費の支出について
49,010

建設局 工務課 平成31年03月19日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　備品修繕料 公園維持管理用　大阪城公園事務所　油圧ショベル（コマツＰＣ－１５ＭＲＸ）修繕経費の支出について
118,800

建設局 工務課 平成31年03月19日 一般会計 土木費 公園費 公園費 工事請負費　新規工事費 南部方面管内公園灯改修工事の工事精算金の支出について
38,880

建設局 工務課 平成31年03月19日 一般会計 土木費 公園費 公園費 工事請負費　改修工事費 南部方面管内公園灯改修工事の工事精算金の支出について
6,191,640

建設局 工務課 平成31年03月19日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 工事請負費　改修工事費 塩草地下駐車場ITV設備更新工事精算金の支出について
4,916,640

建設局 工務課 平成31年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　損害保険料 車両自動車損害共済委託（総合契約）共済基金分担金（損害保険料）の支出について（道路パトロールカー１台分）
3,496

建設局 工務課 平成31年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 ＬＥＤ道路照明灯（田島工営所管内）一式　長期借入の経費の支出について（平成３０年度２月分）
507,124

建設局 工務課 平成31年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 ＬＥＤ道路照明灯（住之江工営所管内）一式　長期借入の経費の支出について（平成３０年度２月分）
341,668

建設局 工務課 平成31年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 ＬＥＤ道路照明灯（津守工営所管内）一式　長期借入の経費の支出について（平成３０年度２月分）
726,652

建設局 工務課 平成31年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 工事請負費　改修工事費 天満橋外1道路情報板修繕の精算金の支出について
28,809,000

建設局 工務課 平成31年03月20日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　グリス－１ほか２点買入経費の支出について
52,380

建設局 工務課 平成31年03月20日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　南天満公園ほか２公園フェンス修繕（緊急）経費の支出について
834,840

建設局 工務課 平成31年03月20日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　放出公園遊具修繕経費の支出について
154,440

建設局 工務課 平成31年03月20日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　西皿池公園ほか５公園遊具修繕経費の支出について
1,260,943

建設局 工務課 平成31年03月20日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　Ｗキャビン（なにわ８００さ４５４７）修繕（その２）経費の支出について
191,743

建設局 工務課 平成31年03月20日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　ライトバン（なにわ４８０す１９１７）修繕経費の支出について
30,996

建設局 工務課 平成31年03月20日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　ライトバン（なにわ４８０す１５８１）修繕経費の支出について
29,970

建設局 工務課 平成31年03月20日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　高所作業車（なにわ８００さ７４８７）修繕経費の支出について
77,328

建設局 工務課 平成31年03月20日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　普通貨物４t（なにわ１００さ３２６７）修繕（その２）経費の支出について
201,204

建設局 工務課 平成31年03月20日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　なにわ４８０す１５８２号車ほか２台・定期点検整備（継続検査）経費の支出について
98,280

建設局 工務課 平成31年03月20日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　なにわ４８０す１５８４号車ほか２台・定期点検整備（継続検査）経費の支出について
90,072

建設局 工務課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 消火器（蓄圧式）（その２）買入にかかるに経費の支出ついて
83,160

建設局 工務課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　印刷製本費 直営作業用　エフ－１ほか３点（道路）印刷経費の支出について
1,234,440

建設局 工務課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　備品修繕料 平成30年度複合型ガス濃度測定器（道路・河川管理用）修繕にかかる経費の支出について
1,178,820

建設局 工務課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　備品修繕料 平成30年度複合型ガス濃度測定器（道路・河川管理用）修繕にかかる経費の支出について
162,000

建設局 工務課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園及び道路管理用　絶縁電線ほか２点買入にかかる経費の支出について
47,313

建設局 工務課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　御勝山南公園ほか５公園児童用・幼児用ブランコ修繕経費の支出について
635,040

建設局 工務課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　塚本公園女子トイレ便器修繕（緊急）経費の支出について
154,094

建設局 工務課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　ホイルローダー（大阪市住之江か８６７６）修繕（緊急）経費の支出について
84,780

建設局 工務課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　高所作業車（なにわ８００す１７６）修繕経費の支出について
88,992

建設局 工務課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　備品修繕料 公園維持管理用　扇町公園事務所　油圧ショベル（クボタＵ－１７ＳＰＭＳＥ）修繕（緊急）経費の支出について
118,800

建設局 工務課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 公園費 公園費 原材料費　工事材料費 公園維持管理用　黒土混合土　買入経費の支出について
414,720

建設局 工務課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　消耗品費 公園及び道路管理用　絶縁電線ほか２点買入にかかる経費の支出について
16,623

建設局 工務課 平成31年03月25日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　損害保険料 平成30年度公園管理用車両継続検査にかかる自賠責保険料および重量税代の支出について(なにわ880あ3518号車ほか10台・定期点検整備(継続検査)(緊急))
186,850

建設局 工務課 平成31年03月25日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 公課費　公課費 平成30年度公園管理用車両継続検査にかかる自賠責保険料および重量税代の支出について(なにわ880あ3518号車ほか10台・定期点検整備(継続検査)(緊急))
72,600

建設局 工務課 平成31年03月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　手数料 車両購入に伴う自動車損害賠償責任保険料、自動車重量税、及びリサイクル料金の支出について（道路パトロールカー）
10,410

建設局 工務課 平成31年03月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　損害保険料 車両購入に伴う自動車損害賠償責任保険料、自動車重量税、及びリサイクル料金の支出について（道路パトロールカー）
26,680

建設局 工務課 平成31年03月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器（2017年度）一式長期借入の支出について（平成30年2月分）
162,198

建設局 工務課 平成31年03月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 備品購入費　自動車購入費 直営作業用　普通自動車（道路パトロールカー）買入経費の支出について
3,741,639

建設局 工務課 平成31年03月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 公課費　公課費 車両購入に伴う自動車損害賠償責任保険料、自動車重量税、及びリサイクル料金の支出について（道路パトロールカー）
16,400

建設局 工務課 平成31年03月25日 一般会計 土木費 河川費 河川費 工事請負費　改修工事費 住吉川水門（左岸）ポンプ場改修工事の工事精算金の支出について
21,473,640

建設局 工務課 平成31年03月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　刈払機　ほか４点買入経費の支出について
58,320

建設局 工務課 平成31年03月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　備品修繕料 公園維持管理用　鶴見緑地公園事務所　油圧ショベル（クボタＵ－１７ＳＰＳＥ）修繕経費の支出について
149,688

建設局 工務課 平成31年03月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器（2017年度）一式長期借入の支出について（平成30年2月分）
162,198

建設局 工務課 平成31年03月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 工事請負費　新規工事費 鶴見緑地（駅前周辺地区）公園灯改修工事の工事精算金の支出について
20,344,040
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建設局 工務課 平成31年03月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 工事請負費　改修工事費 鶴見緑地（駅前周辺地区）公園灯改修工事の工事精算金の支出について
8,305,200

建設局 工務課 平成31年03月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 備品購入費　機械器具費 公園維持管理用　刈払機　ほか４点買入経費の支出について
1,366,200

建設局 工務課 平成31年03月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 備品購入費　機械器具費 公園維持管理用　刈払機　買入経費の支出について
202,078

建設局 工務課 平成31年03月25日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器（2017年度）一式長期借入の支出について（平成30年2月分）
54,066

建設局 工務課 平成31年03月25日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器（2017年度）一式長期借入の支出について（平成30年2月分）
54,066

建設局 工務課 平成31年03月25日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器（2017年度）一式長期借入の支出について（平成30年2月分）
54,066

建設局 工務課 平成31年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 災害応急業務用　アルファ化米（わかめご飯）ほか1点買入経費の支出について
21,600

建設局 工務課 平成31年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 タブレット端末用データ通信回線料金の支出について（2月分）
15,984

建設局 工務課 平成31年03月26日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　消耗品費 災害応急業務用　アルファ化米（わかめご飯）ほか1点買入経費の支出について
4,320

建設局 工務課 平成31年03月26日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 災害応急業務用　アルファ化米（わかめご飯）ほか1点買入経費の支出について
8,640

建設局 工務課 平成31年03月26日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　市岡公園他１公園シェルター等屋根張替修繕（緊急）経費の支出について
1,848,960

建設局 工務課 平成31年03月26日 一般会計 土木費 公園費 公園費 工事請負費　新規工事費 西部方面管内公園灯改修工事の工事精算金の支出について
37,800

建設局 工務課 平成31年03月26日 一般会計 土木費 公園費 公園費 工事請負費　改修工事費 西部方面管内公園灯改修工事の工事精算金の支出について
4,715,280

建設局 工務課 平成31年03月26日 一般会計 土木費 公園費 公園費 備品購入費　自動車購入費 公園維持管理用　普通貨物自動車（２ｔ低床ダンプトラック）買入経費の支出について
17,820,000

建設局 工務課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）（２）一式長期借入の支出について(2月分)
261,690

建設局 工務課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式長期借入の支出について(2月分)
10,775

建設局 工務課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式長期借入経費の支出について(2月分)
79,788

建設局 工務課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（建設局）一式長期借入の支出について(2月分)
48,913

建設局 工務課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式長期借入の支出について(2月分)
582,582

建設局 工務課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 庁内情報プリンタ用ドラム／トナーカートリッジほか５点買入経費の支出について
1,310,569

建設局 工務課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供回線使用料(2月分)の支出について
82,485

建設局 工務課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 タブレット端末用クラウドサービス料金の支出について（2月分）
3,888

建設局 工務課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（建設局）一式長期借入の支出について(2月分)
59,783

建設局 工務課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式長期借入の支出について(2月分)
1,628,415

建設局 工務課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピュータ機器（2016年度）一式長期借入の支出について(2月分)
1,822,466

建設局 工務課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式長期借入経費の支出について(2月分)
388,660

建設局 工務課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式長期借入の支出について(2月分)
7,184

建設局 工務課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式長期借入の支出について(2月分)
58,003

建設局 工務課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）（２）一式長期借入の支出について(2月分)
647,247

建設局 工務課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 建設局庁内情報ネットワーク機器等一式長期借入（再リース）経費の支出について(2月分)
32,568

建設局 工務課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式長期借入(再リース)経費の支出について(２月分)
62,369

建設局 工務課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 旅費　普通旅費
阪東大橋情報板更新工事及び歌島豊里線アンダーパス情報板更新工事にて発注した機器類の工場検査にかかる管外出張旅費の支出について（2/27～2/28
分） 36,180

建設局 工務課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 河川費 河川費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピュータ機器（2016年度）一式長期借入の支出について(2月分)
437,392

建設局 工務課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　太子橋中公園ほか３公園遊具修繕経費の支出について
382,320

建設局 工務課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　阿弥陀池公園ほか１公園遊具修繕経費の支出について
117,720

建設局 工務課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　松島公園野球場女子便所修繕（緊急）経費の支出について
314,280

建設局 工務課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　豊里中央公園幼児用ブランコ修繕経費の支出について
84,240

建設局 工務課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　北加賀屋公園遊具修繕経費の支出について
168,480

建設局 工務課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　備品修繕料 公園事業用　建設局庁内情報利用パソコン修繕経費の支出について
77,371

建設局 工務課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供回線使用料(2月公園事務所分)の支出について
35,910

建設局 工務課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 公園維持管理用　平成３０年度鶴見緑地公園事務所ほか６か所庁舎定期清掃業務委託　経費の支出について
677,160

建設局 工務課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピュータ機器（2016年度）一式長期借入の支出について(2月分)
291,595

建設局 工務課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 公園費 公園費 原材料費　工事材料費 公園維持管理用　川砂買入経費の支出について
136,857

建設局 工務課 平成31年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピュータ機器（2016年度）一式長期借入の支出について(2月分)
255,145

建設局 工務課 平成31年03月27日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 工事請負費　改修工事費 東長堀地下駐車場駐車管制設備更新工事の工事精算金の支出について
13,887,720

建設局 工務課 平成31年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 道路整備用　鋼道路橋防食便覧ほか15点買入経費の支出について
2,862

建設局 工務課 平成31年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 道路照明灯管理番号修正シールほか5点印刷の精算金の支出について
320,576
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建設局 工務課 平成31年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 備品購入費　図書購入費 道路整備用　鋼道路橋防食便覧ほか15点買入経費の支出について
83,376

建設局 工務課 平成31年03月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　ディスクグラインダー－１　ほか１６点買入経費の支出について
179,982

建設局 工務課 平成31年03月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　中島公園野球場防球ネット等修繕（緊急）経費の支出について
1,022,328

建設局 工務課 平成31年03月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　軽ライトバン（なにわ４８０す１５８９）修繕経費の支出について
39,679

建設局 工務課 平成31年03月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　軽ライトバン（なにわ４８０す１５８６）修繕経費の支出について
67,813

建設局 工務課 平成31年03月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　軽ライトバン（なにわ４８０す１５８７）修繕経費の支出について
31,860

建設局 工務課 平成31年03月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　ホイルローダー特定自主検査整備（その２）経費の支出について
276,480

建設局 工務課 平成31年03月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 備品購入費　機械器具費 公園維持管理用　ディスクグラインダー－１　ほか１６点買入経費の支出について
1,072,818

建設局 工務課 平成31年03月28日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 工事請負費　改修工事費 豊崎地下駐車場駐車管制設備更新工事の工事精算金の支出について
14,040,000

建設局 工務課 平成31年03月28日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 工事請負費　改修工事費 長堀通地下駐車場放送設備更新工事の工事精算金の支出について
9,982,800

建設局 工務課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　損害保険料 平成30年度公園管理用車両の更新(3台)に伴う自動車損害共済委託(車両任意保険)新規加入に係る損害保険料の支出について
5,352

建設局 工務課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張・近距離管外出張旅費（１月分）の支出について
29,762

建設局 工務課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 道路管理用　照度計ほか２点買入にかかる経費の支出について
247,536

建設局 工務課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　建物修繕料 共同溝ガス検知設備修繕の精算金の支出について
5,834,160

建設局 工務課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 第２本部設置固定電話　電話料金（平成３１年３月分）の支出について
6,701

建設局 工務課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク用専用回線料金の支出について(２月分)
66,251

建設局 工務課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　手数料 車両購入に伴う自動車損害賠償責任保険料、自動車重量税、及びリサイクル料金の支出について（２tダンプトラック）
36,300

建設局 工務課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　損害保険料 車両購入に伴う自動車損害賠償責任保険料、自動車重量税、及びリサイクル料金の支出について（２tダンプトラック）
93,690

建設局 工務課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　改修工事費 共同溝ガス検知設備修繕の精算金の支出について
9,072,000

建設局 工務課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 原材料費　工事材料費 直営作業用　六角コンクリート平板（道路）買入経費の支出について
505,440

建設局 工務課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 備品購入費　機械器具費 道路管理用　照度計ほか２点買入にかかる経費の支出について
89,208

建設局 工務課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 備品購入費　自動車購入費 直営作業用　普通貨物自動車（２ｔダンプトラック）買入経費の支出について
25,110,000

建設局 工務課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 公課費　公課費 車両購入に伴う自動車損害賠償責任保険料、自動車重量税、及びリサイクル料金の支出について（２tダンプトラック）
22,500

建設局 工務課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 第２本部設置固定電話　電話料金（平成３１年３月分）の支出について
1,339

建設局 工務課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 河川費 河川費 工事請負費　改修工事費 東横堀川５号ポンプ場改修工事の工事精算金の支出について
8,704,040

建設局 工務課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 河川費 河川費 工事請負費　改修工事費 東横堀川２号ポンプ場改修工事の工事精算金の支出について
5,389,120

建設局 工務課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 河川費 河川費 工事請負費　改修工事費 東横堀川水門油圧装置修繕の精算金の支出について
1,915,920

建設局 工務課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張・近距離管外出張旅費（１月分）の支出について
6,855

建設局 工務課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 第２本部設置固定電話　電話料金（平成３１年３月分）の支出について
2,679

建設局 工務課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 工事請負費　改修工事費 長池公園池水浄化設備改修工事の工事精算金の支出について
7,363,920

建設局 工務課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 工事請負費　新規工事費 淡路駅前線外１道路照明灯設置工事の工事前払金の支出について
2,186,000

建設局 工務課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 工事請負費　改修工事費 淡路駅前線外１道路照明灯設置工事の工事前払金の支出について
284,000

建設局 設計課 平成31年03月05日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　消耗品費 ヘルメットほか２点　買入の経費の支出について
76,917

建設局 設計課 平成31年03月06日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 委託料　委託料 平成30年度 淀川左岸線（２期）交通量調査等業務委託の委託料精算金の支出について
18,954,000

建設局 設計課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 工事請負費　新規工事費 工業用水導水施設撤去工事－４の工事費前払金の支出について
57,500,000

建設局 設計課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 委託料　委託料 平成３０年度　淀川左岸線（２期）国道２号交差部トンネル設計業務委託の委託料精算金の支出について
28,949,200

建設局 設計課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 工事請負費　新規工事費 工業用水導水施設撤去工事－２の工事費精算金の支出について
151,620,000

建設局 設計課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 工事請負費　新規工事費 工業用水導水施設撤去工事－２の工事費精算金の支出について
55,010,000

建設局 設計課 平成31年03月26日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 備品購入費　庁用器具費 一般事務用　シュレッダー買入の経費の支出について
116,856

建設局 設計課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 旅費　普通旅費 街路事業用市内等出張交通費の支出について（平成31年２月分・淀川左岸線2期建設事務所設計課）
29,568

建設局 設計課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 委託料　委託料 平成30年度　淀川左岸線（2期）土壌調査業務委託の委託料精算金の支出について
1,306,800

建設局 設計課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　消耗品費 鋼道路橋防食便覧ほか10点　買入の経費の支出について
9,072

建設局 設計課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 委託料　委託料 淀川左岸線（２期）１工区堤防整備他工事にかかる受託契約書の中間払金の支出について
92,443,680

建設局 設計課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 備品購入費　図書購入費 鋼道路橋防食便覧ほか10点　買入の経費の支出について
48,303

建設局 建設課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 旅費　普通旅費 街路事業用市内等出張交通費の支出について（平成31年２月分・淀川左岸線2期建設事務所建設課）
6,990

建設局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 役務費　損害保険料 自動車損害賠償責任保険加入にかかる保険料及び継続検査用自動車重量税の支出について（なにわ８８０あ４７号車自動車定期整備）
15,190

建設局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 公課費　公課費 自動車損害賠償責任保険加入にかかる保険料及び継続検査用自動車重量税の支出について（なにわ８８０あ４７号車自動車定期整備）
8,200
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港湾局 管財課 平成31年03月08日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 土地売却用　管財‐58　不動産鑑定評価依頼にかかる経費の支出について
703,080

港湾局 管財課 平成31年03月11日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 管財‐70　管財課事務用　ボールペンほか４０点買入にかかる経費の支出について
72,132

港湾局 管財課 平成31年03月14日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 委託料　委託料 土地賃貸用　管財-62　不動産鑑定評価依頼にかかる経費の支出について
909,360

港湾局 管財課 平成31年03月14日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 委託料　委託料 土地賃貸用　管財-63　不動産鑑定評価依頼にかかる経費の支出について
643,680

港湾局 管財課 平成31年03月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 管財課事務用　市内出張費（平成30年度1月分）にかかる経費の支出について
16,740

港湾局 管財課 平成31年03月22日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　船車賃借料 管財課事務用　請第１３１２号業務用軽四輪貨物自動車長期借入(その２)にかかる経費の支出について(2月分)
21,168

港湾局 管財課 平成31年03月22日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　船車賃借料 業務用軽四輪貨物自動車長期借入にかかる経費の支出について（2月分）
18,792

港湾局 管財課 平成31年03月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 管財課業務用測量業務システム（用地整理）長期借入にかかる経費の支出について　２月分
27,263

港湾局 管財課 平成31年03月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　使用料 管財課業務用測量業務システム（用地整理）長期借入にかかる経費の支出について　２月分
75,337

港湾局 管財課 平成31年03月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　船車賃借料 業務用小型貨物自動車長期借入（その４）にかかる経費の支出について（2月分）
47,196

港湾局 管財課 平成31年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 管財課事務用　後納郵便料金にかかる経費の支出について（２月分）
31,200

港湾局 管財課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 桜島運動広場維持管理用電気料金にかかる経費の支出について（２月分）（管財－８４）
10,938

港湾局 開発調整課 平成31年03月06日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 開発調整課用　ダブルクリップほか8点の買入にかかる経費の支出について
13,651

港湾局 開発調整課 平成31年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 旅費　普通旅費 職員出張用近接地出張交通費(2月分）の支出について
918

港湾局 開発調整課 平成31年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 旅費　普通旅費 職員出張用近接地出張交通費(2月分）の支出について
1,245

港湾局 開発調整課 平成31年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 職員出張用近接地出張交通費（2月分）の支出について
3,657

港湾局 開発調整課 平成31年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 職員出張用近接地出張交通費(2月分）の支出について
702

港湾局 開発調整課 平成31年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 職員出張用近接地出張交通費(2月分）の支出について
205

港湾局 計画課 平成31年03月04日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 計画課業務用　近接地及び市内出張交通費について(平成30年10月～12月分)
58,632

港湾局 計画課 平成31年03月04日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 計画課業務用　ペーパーパッチほか11点の買入れに係る経費の支出について
11,974

港湾局 計画課 平成31年03月06日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 計画課業務用　北港テクノポート線の平成31年度予算要求に係る本省との協議出席に関する出張旅費について(2019 2/4　東京都千代田区)
28,840

港湾局 計画課 平成31年03月06日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 計画課業務用　今年度末に予定している大阪港港湾計画改定に係る本省との事前協議出席に関する出張旅費について(2019 2/4　東京都千代田区)
28,840

港湾局 計画課 平成31年03月06日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 計画課業務用　今年度末に予定している大阪港港湾計画改定に係る本省との事前協議出席に関する出張旅費について(2019 2/4　東京都千代田区)
28,840

港湾局 計画課 平成31年03月11日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 計画課業務用　大阪湾における高潮対策及び南海トラフ地震対策推進に係る国交省本省との協議出席に関する出張旅費について(2019 2/7　東京都千代田区)
28,840

港湾局 計画課 平成31年03月15日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 旅費　普通旅費 計画課業務用　港湾調査電子化システム促進協議会等出席に係る出張旅費について(2019 3/18　東京都港区)
14,450

港湾局 計画課 平成31年03月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　使用料 港湾調査用　港湾統計調査データ出力システム用機器長期借入使用料（２月分）の支出について
34,506

港湾局 計画課 平成31年03月22日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 報酬　其他委員等報酬 大阪市港湾審議会用　第66回大阪市港湾審議会に係る委員報酬の支出について
49,500

港湾局 計画課 平成31年03月22日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 旅費　其他委員等旅費 大阪市港湾審議会用　第66回大阪市港湾審議会に係る旅費の支出について
840

港湾局 計画課 平成31年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　使用料 ＮＡＣＣＳ（港湾統計作成用データ授受機能）利用に係る経費（２月分）の支出について
47,196

港湾局 計画課 平成31年03月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 委託料　委託料 港湾調査用　港湾統計データ出力システムの運用保守業務委託　長期継続に係る経費（２月分）の支出について
71,280

港湾局 計画課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 計画課業務用　今年度末に予定している第３回大阪港部会に係る事前協議に関する出張旅費について(2019　3/13　神奈川県横須賀市)
58,920

港湾局 計画課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 計画課業務用　大阪港港湾計画改訂について審議する交通政策審議会港湾分科会出席ほかに係る出張旅費について(2019 3/7　東京都千代田区)
29,360

港湾局 計画課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 負担金、補助及交付金　国直轄事業費負担金 計画課業務用　平成30年度　国直轄港湾整備事業に係る港湾管理者負担金の支出について
1,991,578,577

港湾局 計画課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 負担金、補助及交付金　国直轄事業費負担金 計画課業務用　平成30年度　国直轄港湾整備事業に係る港湾管理者負担金の支出について
145,242,412

港湾局 計画課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 負担金、補助及交付金　国直轄事業費負担金 計画業務用　平成30年度　国直轄港湾整備事業に係る港湾管理者港湾災害復旧負担金の支出について
13,174,812

港湾局 計画課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 負担金、補助及交付金　国直轄事業費負担金 計画課業務用　平成30年度　国直轄港湾整備事業に係る港湾管理者負担金の支出について
207,230,167

港湾局 振興課 平成31年03月01日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　印刷製本費 クルーズ客船の誘致・受入業務用　大阪港パンフレット（クルーズ）の企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について
81,648

港湾局 振興課 平成31年03月04日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 コンテナ物流滞留対策用 滞留対策に関する取り組みについての聞き取り及び意見交換等に伴う愛知への出張にかかる経費の支出について（振－４５）
18,800

港湾局 振興課 平成31年03月06日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 港湾労働者福祉対策用　水道料金の支出について（平成31年2月請求分　第3突堤トイレ）
475

港湾局 振興課 平成31年03月06日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 港湾労働者福祉対策用　水道料金の支出について（平成31年2月請求分　第3突堤トイレ）
297

港湾局 振興課 平成31年03月06日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　光熱水費 タクシー待機場維持管理用　水道料金の支出について（平成31年2月請求分）
594

港湾局 振興課 平成31年03月06日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　光熱水費 タクシー待機場維持管理用　水道料金の支出について（平成31年2月請求分）
918

港湾局 振興課 平成31年03月14日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費
戦略港湾担当業務用　第１０回国際コンテナ戦略港湾政策推進委員会の出席及び船会社に対する大阪港利用促進活動に伴う東京への出張に係る経費の支出
について（振―４６） 57,680

港湾局 振興課 平成31年03月15日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　建物修繕料 港湾労働者福祉対策用　北港白津ふ頭港湾労働者休憩所玄関内側自動扉装置更新工事の実施及び同経費の支出について
399,600

港湾局 振興課 平成31年03月15日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 負担金、補助及交付金　分担金 平成30年度　貨物集貨策用　大阪港の海外ポートセールス事業の実施にかかる事業分担金の支出について
1,105,973

港湾局 振興課 平成31年03月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　建物修繕料 台風被害修繕用　安治川２号休憩所天井修繕の実施及び同経費の支出について
163,080

港湾局 振興課 平成31年03月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　建物修繕料 台風被害修繕用　第３突堤北港湾労働者休憩所屋根めくれ等修繕の実施及び同経費の支出について
307,800
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港湾局 振興課 平成31年03月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 委託料　委託料 国際フェリー利用促進用　「大阪港国際フェリーターミナル路線バス運行業務委託（その２）（概算契約）」に係る経費の支出について
253,260

港湾局 振興課 平成31年03月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 港湾労働者福祉対策用　水道料金の支出について（平成31年3月請求分　南港南ふ頭・南港中ふ頭・南港コンテナふ頭トイレ）
3,703

港湾局 振興課 平成31年03月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 港湾労働者福祉対策用　水道料金の支出について（平成31年3月請求分　南港南ふ頭・南港中ふ頭・南港コンテナふ頭トイレ）
2,285

港湾局 振興課 平成31年03月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　広告料 ポートセールス用　海運専門紙「日刊CARGO」（平成31年2月分）への広告掲載に係る経費の支出について
9,714

港湾局 振興課 平成31年03月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　広告料 ポートセールス用　海運専門紙「日刊海事プレス」（平成31年2月分）への広告掲載に係る経費の支出について
9,714

港湾局 振興課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 港湾労働者福祉対策用　水道料金の支出について（平成31年3月請求分　大正第1突堤トイレ）
722

港湾局 振興課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 港湾労働者福祉対策用　水道料金の支出について（平成31年3月請求分　大正第1突堤トイレ）
429

港湾局 振興課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 港湾労働者福祉対策用　電気料金の支出について（平成31年2月請求分　港湾労働者用トイレ5か所分）
14,725

港湾局 振興課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 負担金、補助及交付金　会費 クルーズ客船の誘致・受入業務用　「クルーズフェスティバル2019 大阪」参加に伴う経費の支出について
21,600

港湾局 振興課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　光熱水費 タクシー待機場維持管理用　電気料金の支出について（平成31年2月請求分）
7,173

港湾局 工務課 平成31年03月08日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 備品購入費　図書購入費 設計積算用　国土交通省機械設備工事積算基準【平成30年度版】ほか３点買入にかかる経費の支出について
43,632

港湾局 工務課 平成31年03月11日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 港湾業務情報システム用　港湾業務情報システムネットワーク回線使用料の支出について（１月分）
237,006

港湾局 工務課 平成31年03月12日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 事務処理用　ボールペンほか１７点買入に係る経費の支出について
13,693

港湾局 工務課 平成31年03月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　使用料 港湾局担当業務用　ＥＴＣ利用高速道路通行料（１月分）の支出について
4,560

港湾局 工務課 平成31年03月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 職員出張用　市内等出張に伴う交通費（２月分）の支出について
3,680

港湾局 工務課 平成31年03月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 事務処理用　ヘルメットほか２点買入に係る経費の支出について
17,712

港湾局 工務課 平成31年03月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　請第3716号　港湾業務情報システム用パソコン等機器一式 長期借入（2月分）に係る同経費の支出について
268,920

港湾局 工務課 平成31年03月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 職員出張用　近接地出張旅費（平成31年2月）の支出について
2,080

港湾局 工務課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 平成３０年度　設計積算システム用　積算資料データ買入にかかる経費の支出について
795,420

港湾局 工務課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 平成３０年度　設計積算システム用　建設物価データ買入にかかる経費の支出について
1,104,192

港湾局 保全監理課 平成31年03月08日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 海岸堤防等の耐震対策用　大阪港内堤防工事に伴う土質調査業務委託(30-1)の完了金にかかる経費の支出について
10,184,400

港湾局 保全監理課 平成31年03月18日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 海岸堤防等の耐震対策用　大阪港内堤防工事に伴う土質調査業務委託(30-3)の完了金にかかる経費の支出について
11,725,600

港湾局 保全監理課 平成31年03月18日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 工事請負費　改修工事費 海岸堤防等の耐震対策用　請第5620号　大正区南恩加島5丁目（D-14）堤防補修工事にかかる前払金の支出について
25,000,000

港湾局 保全監理課 平成31年03月18日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 工事請負費　改修工事費 海岸堤防等の耐震対策用　請第5620号　大正区南恩加島5丁目（D-14）堤防補修工事にかかる前払金の支出について
63,070,000

港湾局 保全監理課 平成31年03月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 工事請負費　改修工事費 （災害復旧用）平成30年度 請第8603号 夢洲域内築堤及び護岸等緊急補修工事（災害復旧）設計変更にかかる完成金の支出について
48,870,000

港湾局 保全監理課 平成31年03月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 工事請負費　新規工事費 （G20用）平成30年度 請第8602号 夢洲仮設待機場整備工事の前払金の支出について
14,980,000

港湾局 保全監理課 平成31年03月22日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 設計用ヘルメットの買入にかかる経費の支出について
10,206

港湾局 保全監理課 平成31年03月22日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　印刷製本費 設計業務用　平成30年度　第２原図複写等（下半期）請負（単価契約）２月分（設計）にかかる経費の支出について
7,603

港湾局 保全監理課 平成31年03月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 建築業務用　電動ドライバほか2点の買入に係る経費の支出について
8,620

港湾局 保全監理課 平成31年03月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　使用料 高速道路通行料の支出について【工事車両用】（H31.1月使用分）
1,900

港湾局 保全監理課 平成31年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 設計用修正テープほか10点の買入にかかる経費の支出について
11,720

港湾局 保全監理課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 保全監理課（設計）用　市内出張旅費の支出について（２月分）
4,260

港湾局 保全監理課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 保全監理課（建築）用　市内出張旅費の支出について（２月分）
4,980

港湾局 保全監理課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 保全監理課（港湾工事）用　市内出張旅費の支出について（２月分）
640

港湾局 保全監理課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 建築業務用　葉書ホルダー台紙ほか13点の買入に係る経費の支出について
8,760

港湾局 保全監理課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 工事請負費　改修工事費 建築工事用尻無川荷さばき地倉庫解体撤去工事に係る経費の支出について
4,210,920

港湾局 施設管理課 平成31年03月01日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 直営工事施工用　軽油の買入にかかる経費の支出について（平成31年1月分）
77,458

港湾局 施設管理課 平成31年03月01日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成30年度分 大阪港咲洲トンネル全日無料に伴う通行回数券払戻しに関する支出事務委託経費（3月分）の支出について トンネル維持管理用
50,000

港湾局 施設管理課 平成31年03月07日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営工事施工用ほか　作業用手袋（１）ほか１点の買入にかかる経費の支出について
276,652

港湾局 施設管理課 平成31年03月07日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　船車修繕料 施設管理課建設機械故障修繕（その３）にかかる経費の支出について（自動車等修繕用）
30,240

港湾局 施設管理課 平成31年03月08日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 緑地維持管理用　車止めポスト（１）ほか４点買入にかかる経費の支出について
180,684

港湾局 施設管理課 平成31年03月11日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　ポートタウン緑地等電気料金（臨時電灯）（２月分）の支出について
1,944

港湾局 施設管理課 平成31年03月14日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 緑地維持管理用　手袋（１）ほか９点買入にかかる経費の支出について
131,662

港湾局 施設管理課 平成31年03月14日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 緑地維持管理用　テーブル買入にかかる経費の支出について
31,266

港湾局 施設管理課 平成31年03月14日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 緑地維持管理用　セメント買入にかかる経費の支出について
23,220

港湾局 施設管理課 平成31年03月14日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 野鳥園臨港緑地用　電気代の支出について（２月分）
50,509

港湾局 施設管理課 平成31年03月14日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　コスモスクエア海浜緑地等電気料金（２月分）の支出について
599,305
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港湾局 施設管理課 平成31年03月14日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 道路施設（その２）電気料金（平成31年2月請求分）の支出について【臨港道路維持管理用】
1,106,248

港湾局 施設管理課 平成31年03月14日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　光熱水費 咲洲ペデストリアンデッキ電気料金（平成31年2月請求分）の支出について【ペデストリアンデッキ・歩道橋等維持管理用】
805,102

港湾局 施設管理課 平成31年03月15日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 緑地維持管理用　六角ボルト（１）ほか２６点買入にかかる経費の支出について
244,512

港湾局 施設管理課 平成31年03月15日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 緑地維持管理用　チェーンソー部品（１）ほか６２点買入にかかる経費の支出について
280,994

港湾局 施設管理課 平成31年03月15日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　ポートタウン緑地等電気料金（２月分）の支出について
783,066

港湾局 施設管理課 平成31年03月15日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 委託料　委託料 緑地維持管理用　平成３０年度咲洲キャナル施設管理業務委託（第３回中間　平成31年1月31日迄）にかかる支出について
2,002,320

港湾局 施設管理課 平成31年03月15日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 臨港道路管理用（直９０４－１）　ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＡ）ほか２点の買入にかかる経費の支出について
332,640

港湾局 施設管理課 平成31年03月15日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営工事施工用ほか　防音シートほか1点の買入にかかる経費の支出について
14,580

港湾局 施設管理課 平成31年03月15日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　船車修繕料 施設管理課小型貨物自動車故障修繕にかかる経費の支出について（自動車等修繕用）
798,374

港湾局 施設管理課 平成31年03月15日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　手数料 事務所等管理用　全自動洗濯機３点の買入にかかる経費の支出について
9,720

港湾局 施設管理課 平成31年03月15日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 事務所管理用　平成３０年度　港湾局第二突堤基地内貯水槽清掃・点検業務委託の実施及び同経費の支出について
49,175

港湾局 施設管理課 平成31年03月15日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 備品購入費　機械器具費 事務所等管理用　全自動洗濯機３点の買入にかかる経費の支出について
136,080

港湾局 施設管理課 平成31年03月18日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 緑地維持管理用　ポンプ部品（１）ほか７点買入にかかる経費の支出について
139,320

港湾局 施設管理課 平成31年03月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 緑地維持管理用　伸縮性高枝鋏ほか１点買入にかかる経費の支出について
62,964

港湾局 施設管理課 平成31年03月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 委託料　委託料 平成30年度　請第9605-2号　平成30年度港湾域内事故防止対策業務委託その２（概算契約）の経費の支出について（平成31年1月分）【臨港道路維持管理用】
2,343,600

港湾局 施設管理課 平成31年03月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 直営工事用　パレット買入にかかる経費の支出について
104,760

港湾局 施設管理課 平成31年03月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 請第９０００号　平成３０年度港湾局第二突堤基地庁舎清掃業務委託の実施にかかる経費の支出について（事務所等管理用）平成31年２月分
285,624

港湾局 施設管理課 平成31年03月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 工事請負費　改修工事費 【緑地維持管理用】コスモスクエア海浜緑地ほか2緑地台風飛散物撤去・収集業務委託の支出について
10,800,000

港湾局 施設管理課 平成31年03月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 工事請負費　改修工事費 コスモスクエア海浜緑地復旧工事に伴う支出について（工事前払）【緑地維持管理用】
3,710,000

港湾局 施設管理課 平成31年03月22日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 緑地維持管理用　便座買入にかかる経費の支出について
2,916

港湾局 施設管理課 平成31年03月22日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営工事施工用（直９００－１）　バケットほか１１点の買入にかかる経費の支出について
263,103

港湾局 施設管理課 平成31年03月22日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　船車賃借料 請第９６１８号　軽貨物自動車長期継続借入（その２）に係る経費の支出について（２月分）臨港道路維持管理用
47,844

港湾局 施設管理課 平成31年03月22日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 備品購入費　機械器具費 直営工事施工用（直９００－１）　バケットほか１１点の買入にかかる経費の支出について
70,200

港湾局 施設管理課 平成31年03月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 緑地維持管理用　防護メガネほか４点買入にかかる経費の支出について
149,364

港湾局 施設管理課 平成31年03月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　舞洲緑地・緑道等下水道料金（２月分）の支出について
60,470

港湾局 施設管理課 平成31年03月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営工事施工用　保護メガネの買入にかかる経費の支出について
15,336

港湾局 施設管理課 平成31年03月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 直営工事施工用　軽油の買入にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
22,159

港湾局 施設管理課 平成31年03月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　光熱水費 事務所等管理用　ＬＰガス使用料の支出について（平成３１年２月分）
260,113

港湾局 施設管理課 平成31年03月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 原材料費　工事材料費 直営工事施工用　アスファルト混合物の買入に係る経費の支出について（平成31年２月分）
144,720

港湾局 施設管理課 平成31年03月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 緑地維持管理用　デジタルカメラ（１）ほか３点買入にかかる経費の支出について
138,456

港湾局 施設管理課 平成31年03月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 緑地維持管理用　タブレット端末使用料にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
3,890

港湾局 施設管理課 平成31年03月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 緑地維持管理用　舞洲緑道及び野鳥園臨港緑地台風被災散乱物等清掃業務委託の支出について
11,114,280

港湾局 施設管理課 平成31年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 施設管理課業務用　スティックのりほか３６点の買入にかかる経費の支出について
40,392

港湾局 施設管理課 平成31年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　緑地・緑道等上下水道料金（２月分）の支出について
7,329

港湾局 施設管理課 平成31年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 道路施設上下水道料金（平成31年2月請求分）の支出について【臨港道路維持管理用】
1,932

港湾局 施設管理課 平成31年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　緑地・緑道等上下水道料金（２月分）の支出について
12,754

港湾局 施設管理課 平成31年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　緑地・緑道等上下水道料金（２月分）の支出について
33,336

港湾局 施設管理課 平成31年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 道路施設上下水道料金（平成31年2月請求分）の支出について【臨港道路維持管理用】
594

港湾局 施設管理課 平成31年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　緑地・緑道等上下水道料金（２月分）の支出について
753,685

港湾局 施設管理課 平成31年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 施設管理課業務用　スティックのりほか３６点の買入にかかる経費の支出について
68,526

港湾局 施設管理課 平成31年03月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 緑地維持管理用　納付書作成にかかる経費の支出について
41,040

港湾局 施設管理課 平成31年03月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 緑地維持管理用　曝気ブロワーほか1点買入にかかる経費の支出について
119,080

港湾局 施設管理課 平成31年03月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　電力調達契約に係る電気料金（２月分）の支出について
78,251

港湾局 施設管理課 平成31年03月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営工事施工用（直９０４－１）　軽自動車用タイヤほか２点の買入にかかる経費の支出について
281,404

港湾局 施設管理課 平成31年03月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営工事施工用（直９１０）　キャブタイヤケーブル①ほか４点の買入にかかる経費の支出について
305,726

港湾局 施設管理課 平成31年03月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 臨港道路管理用（直９０４－１）　路面標示用塗料ほか２点の買入にかかる経費の支出について
386,640

港湾局 施設管理課 平成31年03月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　船車修繕料 緑地維持管理用　請６３１４号　平成３０年度施設管理課（緑地管理）自動車法定点検整備（その３）にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
114,480
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港湾局 施設管理課 平成31年03月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　船車修繕料 緑地維持管理用　請６３１３号　平成３０年度施設管理課（緑地管理）自動車法定点検整備（その２）にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
69,120

港湾局 施設管理課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　舞洲緑地・新夕陽ケ丘、在来緑地等電気料金（１月分）の支出について
1,143,762

港湾局 施設管理課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　舞洲緑地・新夕陽ケ丘、在来緑地等電気料金（１月分）の支出について
58,339

港湾局 施設管理課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 道路施設（その１）電気料金（平成31年2月請求分）の支出について【臨港道路維持管理用】
7,644,019

港湾局 施設管理課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　船車修繕料 緑地維持管理用　小型貨物自動車定期点検追加修繕（その５）にかかる経費の支出について
41,040

港湾局 施設管理課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　船車修繕料 緑地維持管理用　軽貨物自動車定期点検追加修繕（その３）にかかる経費の支出について
75,222

港湾局 施設管理課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　船車修繕料 緑地維持管理用　普通貨物自動車定期点検追加修繕にかかる経費の支出について
23,252

港湾局 施設管理課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　船車修繕料 緑地維持管理用　小型貨物自動車定期点検追加修繕（その４）にかかる経費の支出について
53,017

港湾局 施設管理課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 道路施設及び夢舞大橋の通信回線利用料（平成31年3月分）の支出について【臨港道路維持管理用】
64,861

港湾局 施設管理課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 道路施設及び夢舞大橋の通信回線利用料（平成31年3月分）の支出について【臨港道路維持管理用】
9,504

港湾局 施設管理課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　船車賃借料 緑地維持管理用　請６３１６号　港湾局緑地管理用　職員輸送車　長期借入にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
38,124

港湾局 施設管理課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 港湾業務情報システム用　プリンタ・インクカートリッジの買入（道路管理システム用）にかかる経費の支出について
70,848

港湾局 施設管理課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　光熱水費 電力調達契約に係る電気料金（2月分）の支出について【夢舞大橋維持管理用】
357,367

港湾局 施設管理課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　船車修繕料 締固め機械の特定自主検査にかかる経費の支出について（自動車等修繕用）
26,784

港湾局 施設管理課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 臨港道路管理用　道路管理システム用光ケーブル回線使用料（H31.2.1～H31.2.28）の支出について
4,222

港湾局 施設管理課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 請第９６１５号　平成３０年度港湾域内排水施設清掃業務委託　設計変更にかかる経費の支出について【道路維持修繕用】
12,258,000

港湾局 施設管理課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　使用料 請第９６３３号　道路管理システム用パソコン等機器一式長期借入の支出について（２月分）
5,616

港湾局 施設管理課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 備品購入費　機械器具費 ホイールローダ買入にかかる経費の支出について（直営工事用）
2,808,000

港湾局 施設管理課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 備品購入費　機械器具費 振動ローラー買入にかかる経費の支出について（直営工事用）
4,367,520

港湾局 海務課 平成31年03月01日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（単価契約）（１月分）買入にかかる経費の支出について
149,537

港湾局 海務課 平成31年03月01日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（単価契約）（１月分）買入にかかる経費の支出について
24,343

港湾局 海務課 平成31年03月01日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（単価契約）（１月分）買入にかかる経費の支出について
438,178

港湾局 海務課 平成31年03月01日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（単価契約）（１月分）買入にかかる経費の支出について
696

港湾局 海務課 平成31年03月01日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（単価契約）（１月分）買入にかかる経費の支出について
202,396

港湾局 海務課 平成31年03月01日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（単価契約）（１月分）買入にかかる経費の支出について
6,260

港湾局 海務課 平成31年03月01日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（単価契約）（１月分）買入にかかる経費の支出について
6,260

港湾局 海務課 平成31年03月01日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（単価契約）（１月分）買入にかかる経費の支出について
2,086

港湾局 海務課 平成31年03月01日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（単価契約）（１月分）買入にかかる経費の支出について
2,782

港湾局 海務課 平成31年03月04日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成31年1月分）の支出について　管－５
392

港湾局 海務課 平成31年03月04日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成31年1月分）の支出について　管－４
7,843

港湾局 海務課 平成31年03月05日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 港湾事業一般管理用　市内出張交通費の支出について（7月～1月分）
9,840

港湾局 海務課 平成31年03月06日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営業務用　インクカートリッジほか６点買入にかかる経費の支出について
56,106

港湾局 海務課 平成31年03月06日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　船車修繕料 自動車保守・維持管理用　平成30年度海務課（防災保安）自動車タイヤ修繕（単価契約）にかかる経費の支出について（平成３１年１月分）
21,708

港湾局 海務課 平成31年03月07日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 水域施設管理用　第二種スタッドチェーンほか４点買入にかかる経費の支出について
228,852

港湾局 海務課 平成31年03月07日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 航行安全対策用　港湾監視レーダー・カメラシステム港大橋カメラ制御装置CPUボード交換調整業務委託にかかる経費の支出について
282,960

港湾局 海務課 平成31年03月08日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 直営業務用　アルミクランプ管ほか１点買入にかかる経費の支出について
57,996

港湾局 海務課 平成31年03月08日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 負担金、補助及交付金　負担金 給水事業及び巡視業務用　電波利用料の支出について(陸上移動局２局)
600

港湾局 海務課 平成31年03月08日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 負担金、補助及交付金　負担金 給水事業及び巡視業務用　電波利用料の支出について(陸上移動局２局)
600

港湾局 海務課 平成31年03月11日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 委託料　委託料 護岸維持管理用　もと大阪南港魚つり園運営業務委託（長期継続）契約にかかる経費の支出について（平成３０年７月分）
314,153

港湾局 海務課 平成31年03月11日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 港湾業務情報システム用　船舶動静・使用料管理・運航調整システムネットワーク回線使用料の支出について（平成31年1月分）
39,096

港湾局 海務課 平成31年03月11日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 港湾業務情報システム用　大阪市公開系システム用通信サービス提供　長期継続にかかる経費の支出について（平成31年1月分）
23,220

港湾局 海務課 平成31年03月13日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 直営業務用　電位測定計測器点検修理業務委託にかかる経費の支出について
10,800

港湾局 海務課 平成31年03月14日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 直営業務用　市内等出張旅費の支出について（平成３１年２月分）
13,520

港湾局 海務課 平成31年03月14日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営業務用　遮熱ヘルメット買入にかかる経費の支出について
32,400

港湾局 海務課 平成31年03月14日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営業務用　遮熱ヘルメット買入にかかる経費の支出について
5,400

港湾局 海務課 平成31年03月14日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 航行安全対策用　USBメモリー買入にかかる経費の支出について
2,008

港湾局 海務課 平成31年03月14日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営業務用　遮熱ヘルメット買入にかかる経費の支出について
2,700
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港湾局 海務課 平成31年03月15日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成31年2月分）の支出について　管－１
26,832

港湾局 海務課 平成31年03月15日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成31年2月分）の支出について　管－６
5,075

港湾局 海務課 平成31年03月15日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 防災施設管理用　大阪港防潮扉集中監視装置用インターネット回線料の支出について（平成３１年１月分）
33,912

港湾局 海務課 平成31年03月18日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　燃料費 渡船事業用　プロパンガス使用料の支出について（２月分）
10,760

港湾局 海務課 平成31年03月18日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　建物修繕料 施設維持管理用　常吉ポンプ場アルミ建具の修繕にかかる経費の支出について
318,600

港湾局 海務課 平成31年03月18日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営業務用　殺菌消毒薬ほか１点買入にかかる経費の支出について
10,368

港湾局 海務課 平成31年03月18日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 直営業務用　ＬＰガス買入(その５)にかかる経費の支出について
12,096

港湾局 海務課 平成31年03月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営業務用　デジタルカメラ買入にかかる経費の支出について
30,240

港湾局 海務課 平成31年03月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 原材料費　工事材料費 直営業務用　寸切りボルトほか２点買入にかかる経費の支出について
75,600

港湾局 海務課 平成31年03月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営業務用　ホワイトボードマーカーほか１０点買入にかかる経費の支出について
10,757

港湾局 海務課 平成31年03月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 係留施設管理用　南京錠買入にかかる経費の支出について
6,480

港湾局 海務課 平成31年03月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営業務用　灯柱用アルミ合金厚板ほか１点買入にかかる経費の支出について
82,620

港湾局 海務課 平成31年03月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営業務用　中圧ホースほか４点買入にかかる経費の支出について
75,384

港湾局 海務課 平成31年03月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 負担金、補助及交付金　負担金 港湾業務情報システム用　電子情報処理組織使用料の支出について
676,000

港湾局 海務課 平成31年03月22日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　船車修繕料 自動車保守・維持管理用　請1803号　平成30年度海務課（防災保安）自動車法定点検整備にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
27,842

港湾局 海務課 平成31年03月22日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　使用料 保安対策用　請第９６９２号　大阪港ポートセキュリティカード発行機継続借入にかかる経費の支出について（２月分）
9,557

港湾局 海務課 平成31年03月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 旅費　普通旅費 施設管理業務用　市内出張等交通費の支出について（平成３１年２月分）
600

港湾局 海務課 平成31年03月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　使用料 防災施設管理用　大阪港防潮扉集中監視装置用ＭＣＡ無線利用料の支出について（平成３１年３月分）
301,752

港湾局 海務課 平成31年03月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　船車賃借料 立会業務用　海務担当軽貨物自動車長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
22,464

港湾局 海務課 平成31年03月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営業務用　エポキシ樹脂系接着剤ほか２点買入にかかる経費の支出について
59,508

港湾局 海務課 平成31年03月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営業務用　安全長靴ほか1点買入にかかる経費の支出について
26,568

港湾局 海務課 平成31年03月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　船車修繕料 自動車保守・維持管理用　平成30年度海務課（防災保安）自動車故障修繕（その４）にかかる経費の支出について
23,544

港湾局 海務課 平成31年03月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　手数料 直営業務用　特定船舶局の再免許申請にかかる手数料の納付にかかる経費の支出について
3,350

港湾局 海務課 平成31年03月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 給水事業用　電気料金の支出について（２突定係場　２月分）
6,781

港湾局 海務課 平成31年03月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 直営業務用　市内等出張旅費の支出について（平成３１年３月分）
2,820

港湾局 海務課 平成31年03月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営業務用　単四アルカリ乾電池ほか２点買入にかかる経費支出について
41,040

港湾局 海務課 平成31年03月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 港湾事業一般管理用　後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
11,183

港湾局 海務課 平成31年03月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 施設管理用　請９３０３号　平成３０年度鶴町基地警備業務委託(２月分)にかかる経費の支出について
541,238

港湾局 海務課 平成31年03月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　使用料 直営業務用　水深選択ソフト用パソコン等機器一式長期借入（その２）（平成３１年２月分）の実施及び同経費の支出について
18,252

港湾局 海務課 平成31年03月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　船車賃借料 直営工事用　請９３０１号　軽貨物自動車長期継続借入（平成３１年２月分）の経費の支出について
23,652

港湾局 海務課 平成31年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 （給水事業用、渡船事業用）水道使用料の支出について（２月）
6,336

港湾局 海務課 平成31年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成31年2月分）の支出について　管－２
3,619

港湾局 海務課 平成31年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 南港魚つり園護岸用　水道料金（平成３１年２月分）の支出について
7,786

港湾局 海務課 平成31年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 南港魚つり園護岸用　水道料金（平成３１年２月分）の支出について
4,759

港湾局 海務課 平成31年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 委託料　委託料 給水事業用　南港Ｌ岸壁及び天保山岸壁船舶給水業務委託料（２月分）の支出について
316,120

港湾局 海務課 平成31年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 原材料費　船舶給水料 （給水事業用、渡船事業用）水道使用料の支出について（２月）
765,679

港湾局 海務課 平成31年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 保安対策用　郵便切手買入にかかる経費の支出について
3,153

港湾局 海務課 平成31年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 施設管理業務用　請1800号　平成30年度第二突堤基地警備業務委託にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
525,777

港湾局 海務課 平成31年03月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 施設管理業務用　常吉ポンプ場電気料金（平成３１年２月分）の支出について
106,832

港湾局 海務課 平成31年03月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 南港魚つり園護岸用（高圧）電気料金（平成３１年２月分）の支出について
38,295

港湾局 海務課 平成31年03月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 委託料　委託料 航行安全対策用　平成30年度大阪港船舶安全支援業務委託にかかる経費の支出について（２月分
3,145,338

港湾局 海務課 平成31年03月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 委託料　委託料 航行安全対策用　平成30年度大阪港船舶安全支援業務委託にかかる経費の支出について（２月分
2,080,494

港湾局 海務課 平成31年03月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営業務用　チェーンソー用保護チャップスほか２点買入にかかる経費の支出について
52,542

港湾局 海務課 平成31年03月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　船車修繕料 平成３０年度海務課(海上保全)建設機械法定点検整備の実施(2月分)にかかる経費の支出について
12,960

港湾局 海務課 平成31年03月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 直営業務用　平成３０年度咲洲キャナル底質調査（分析）委託にかかる経費の支出について
198,720

港湾局 海務課 平成31年03月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 航行安全対策用　平成30年度大阪港船舶安全支援業務委託にかかる経費の支出について（２月分
10,643,688

港湾局 海務課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 台風21号による港湾施設等の被害復旧事業用　重量フック　バネ付（ステンレス）ほか１点の買入にかかる経費の支出について
42,768
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港湾局 海務課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 渡船事業用　救命浮器の買入にかかる経費の支出について
66,096

港湾局 海務課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 渡船事業用　小型船舶用信号紅炎の買入にかかる経費の支出について
3,564

港湾局 海務課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成31年2月分）の支出について　管－３
10,313

港湾局 海務課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 埠頭現場連絡用　携帯電話使用料の支出について（平成31年2月分）
61

港湾局 海務課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 防災施設維持管理用　防災施設専用通信回線料の支出について（平成３１年２月分）
14,320

港湾局 海務課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 使用料請求用郵便料金(後納）の支出について(平成31年2月分）
408

港湾局 海務課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　手数料 給水事業用　水質試験料（天保山岸壁・真清水丸）にかかる経費の支出について
57,564

港湾局 海務課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 委託料　委託料 保安対策用　請第9680号　平成30年度重要国際埠頭施設警備業務委託の経費の支出について（２月分）
334,800

港湾局 海務課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 委託料　委託料 港内清掃事業用　平成30年度大阪港内清掃作業業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
1,143,000

港湾局 海務課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　使用料 防災施設管理用　関西電力共架料（防潮扉集中監視装置）の支出について（平成３０年度分）
35,964

港湾局 海務課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　船車賃借料 埠頭担当業務用軽貨物自動車長期借入（その2）にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
590

港湾局 海務課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 （保安対策用）重要国際埠頭施設（SOLAS)警備業務委託契約方法の調査にかかる旅費の支出について
18,798

港湾局 海務課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営業務用　ケミカルアンカーほか２０点買入にかかる経費の支出について
197,607

港湾局 海務課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　光熱水費 航行安全対策用　大阪府咲洲庁舎51階機器室電気料金（平成31年1月分）の支出について
15,670

港湾局 海務課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 港湾業務情報システム用　大阪市公開系システム用通信サービス提供　長期継続にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
23,220

港湾局 海務課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 保安対策用　請第9680号　平成30年度重要国際埠頭施設警備業務委託の経費の支出について（２月分）
18,027,360

港湾局 海務課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　使用料 保安対策用　平成30年度出入管理情報システム使用料（南港Ｃ６・７及び国際フェリー岸壁）の支出について
1,950,000

港湾局 海務課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　使用料 航行安全対策用　船舶動静・使用料管理・運航調整システム用端末機器等一式長期借入にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
261,015

港湾局 海務課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　使用料 航行安全対策用　船舶動静・使用料管理・運航調整システム用端末機器等一式長期借入にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
27,475

港湾局 設備課 平成31年03月04日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 直営施工用　クラッチ系統リペアキットほか１３点買入にかかる経費の支出について
26,631

港湾局 設備課 平成31年03月04日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営施工用　クラッチ系統リペアキットほか１３点買入にかかる経費の支出について
890,260

港湾局 設備課 平成31年03月04日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 工事請負費　改修工事費 港湾施設維持管理用（完成金）平成30年度　請第3112号　鶴町機械事務所空気調和設備改修工事（設計変更）にかかる経費の支出について
7,361,280

港湾局 設備課 平成31年03月05日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 (直営電気-14)潤滑剤ほか3点の買入にかかる経費の支出について 直営工事用
115,128

港湾局 設備課 平成31年03月06日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　消耗品費 直営施工用　小型船舶用第四種汽笛ほか３点買入にかかる経費の支出について
5,666

港湾局 設備課 平成31年03月06日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 直営施工用　小型船舶用第四種汽笛ほか３点買入にかかる経費の支出について
14,913

港湾局 設備課 平成31年03月06日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営施工用　小型船舶用第四種汽笛ほか３点買入にかかる経費の支出について
135,697

港湾局 設備課 平成31年03月06日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 工事請負費　改修工事費 ４７Ｅ－１７　施設維持管理用　2突基地係船場給水管緊急修繕にかかる経費の支出について
162,000

港湾局 設備課 平成31年03月07日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　船車修繕料 自動車維持管理用　普通貨物自動車（100す3093）の故障修繕にかかる経費の支出について
274,320

港湾局 設備課 平成31年03月07日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営施工用　漏電遮断器ほか３３点買入にかかる経費の支出について
339,217

港湾局 設備課 平成31年03月07日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　船車修繕料 自動車維持管理用　小型乗用自動車（501ぬ7110） 法定点検の追加修繕にかかる経費の支出について
12,376

港湾局 設備課 平成31年03月07日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　船車修繕料 自動車維持管理用　軽貨物自動車（480か5796） 法定点検の追加修繕にかかる経費の支出について
37,260

港湾局 設備課 平成31年03月11日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 直営施工用　防じん・防毒マスクほか13点買入にかかる経費の支出について
95,645

港湾局 設備課 平成31年03月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 直営施工用　防じん・防毒マスクほか13点買入にかかる経費の支出について
66,375

港湾局 設備課 平成31年03月11日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 直営施工用　防じん・防毒マスクほか13点買入にかかる経費の支出について
77,791

港湾局 設備課 平成31年03月11日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 直営施工用　防じん・防毒マスクほか13点買入にかかる経費の支出について
58,443

港湾局 設備課 平成31年03月11日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 直営施工用　防じん・防毒マスクほか13点買入にかかる経費の支出について
76,251

港湾局 設備課 平成31年03月11日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　手数料 ４７Ｃ－４９　施設管理用　クレーン性能検査手数料にかかる経費の支出について
16,200

港湾局 設備課 平成31年03月11日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　手数料 ４７Ｃ－４９　施設管理用　クレーン性能検査手数料にかかる経費の支出について
28,700

港湾局 設備課 平成31年03月11日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営施工用　防じん・防毒マスクほか13点買入にかかる経費の支出について
439,566

港湾局 設備課 平成31年03月11日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 原材料費　工事材料費 直営施工用　丸太ほか２点買入にかかる経費の支出について
359,424

港湾局 設備課 平成31年03月13日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 工事請負費　改修工事費 請第3621号　臨港道路照明設備補修工事にかかる経費の支出について（工事前払金）　電気工事用
4,210,000

港湾局 設備課 平成31年03月14日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 原材料費　工事材料費 直営施工用　ステンレス平鋼 ほか４点買入にかかる経費の支出について
1,064,318

港湾局 設備課 平成31年03月15日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 工事請負費　改修工事費 請第3518号　南港中埠頭幹線外防犯灯設置工事にかかる経費の支出について（工事完成払い）　電気工事用
2,866,040

港湾局 設備課 平成31年03月18日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 直営施工用　中古タイヤ（船舶防舷材用）ほか４点買入にかかる経費の支出について
20,488

港湾局 設備課 平成31年03月18日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 直営施工用　舶用リモートコントローラー(真清水丸)買入にかかる経費の支出について
88,020

港湾局 設備課 平成31年03月18日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　建物修繕料 請第３６１６号　2突基地内非常用発電機緊急修繕設計変更にかかる経費の支出について　電気修繕用（完成払い）
994,680

港湾局 設備課 平成31年03月18日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　手数料 自動車維持管理用　設備課（機械）小型貨物自動車新規登録にかかる諸費用の支出について
9,780
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港湾局 設備課 平成31年03月18日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　損害保険料 自動車維持管理用　設備課（機械）小型貨物自動車新規登録にかかる諸費用の支出について
30,460

港湾局 設備課 平成31年03月18日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 公課費　公課費 自動車維持管理用　設備課（機械）小型貨物自動車新規登録にかかる諸費用の支出について
6,200

港湾局 設備課 平成31年03月18日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 (47A-37)職員出張用　近接地等出張交通経費(2月分)の支出について
2,400

港湾局 設備課 平成31年03月18日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 請第3452号　漏電測定器ほか7点買入にかかる経費の支出について　直営作業用
130,788

港湾局 設備課 平成31年03月18日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 (直営電気-11）ＬＥＤランプほか5点の買入にかかる経費の支出について　球替作業用
1,274,184

港湾局 設備課 平成31年03月18日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 ４７Ａ－３５　機械担当業務用　軟こうほか５点買入にかかる経費の支出について
50,706

港湾局 設備課 平成31年03月18日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営施工用　中古タイヤ（船舶防舷材用）ほか４点買入にかかる経費の支出について
36,860

港湾局 設備課 平成31年03月18日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 備品購入費　機械器具費 請第3452号　漏電測定器ほか7点買入にかかる経費の支出について　直営作業用
53,892

港湾局 設備課 平成31年03月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営施工用　交流アーク溶接機ほか９点買入にかかる経費の支出について
31,565

港湾局 設備課 平成31年03月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営施工用　交流アーク溶接機ほか９点買入にかかる経費の支出について
176,249

港湾局 設備課 平成31年03月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 部分払(第10回)庁舎管理用　請第３０００号　平成30年度鶴町基地内事務所清掃業務委託の経費の支出について(2月分)
257,732

港湾局 設備課 平成31年03月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 備品購入費　機械器具費 直営施工用　交流アーク溶接機ほか９点買入にかかる経費の支出について
177,746

港湾局 設備課 平成31年03月22日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　建物修繕料 請第3601号 鶴町基地受変電設備補修工事にかかる経費の支出について　電気工事用
569,160

港湾局 設備課 平成31年03月22日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 工事請負費　改修工事費 請第3601号 鶴町基地受変電設備補修工事にかかる経費の支出について　電気工事用
365,040

港湾局 設備課 平成31年03月22日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営施工用　リミットスイッチ買入にかかる経費の支出について
367,200

港湾局 設備課 平成31年03月22日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 (電事‐1)ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ(港湾局)買入にかかる経費の支出について(単価契約2月分　鶴町電気事務所管理用)
32,508

港湾局 設備課 平成31年03月22日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 工事請負費　改修工事費 請第3509号　大阪港咲洲トンネルＩＴＶ設備制御装置改良工事の施行及び経費の支出について（完成払い）　電気工事用
64,800,000

港湾局 設備課 平成31年03月22日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 工事請負費　改修工事費 施設維持管理用（完成金）平成30年度 請第3111号 咲洲トンネル換気設備修繕にかかる経費の支出について
20,455,200

港湾局 設備課 平成31年03月22日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 原材料費　工事材料費 直営施工用　アルミ等辺アングルほか４点買入にかかる経費の支出について
121,240

港湾局 設備課 平成31年03月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 委託料　委託料 請第3405号　新木津川大橋外２ヵ所道路情報板点検整備業務委託にかかる経費の支出について　設備課（電気）業務用
2,095,200

港湾局 設備課 平成31年03月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　船車修繕料 自動車維持管理用　普通特殊自動車（800さ6248）法定点検追加修繕にかかる経費の支出について
21,934

港湾局 設備課 平成31年03月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　船車修繕料 自動車維持管理用　軽特殊自動車（880あ520）法定点検追加修繕にかかる経費の支出について
24,537

港湾局 設備課 平成31年03月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 電気請負業務用　請第3417号　平成30年度住之江区電気設備点検業務委託にかかる経費の支出について
181,440

港湾局 設備課 平成31年03月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 直営施工用　海水こし器シーコレンスパッキンほか１８点買入にかかる経費の支出について
270,257

港湾局 設備課 平成31年03月26日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　消耗品費 直営施工用　海水こし器シーコレンスパッキンほか１８点買入にかかる経費の支出について
30,091

港湾局 設備課 平成31年03月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 直営施工用　鋼板ほか１５点買入にかかる経費の支出について
78,926

港湾局 設備課 平成31年03月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　平成30年度　請第3003号　港湾局ＡＴＣ庁舎外３箇所空気調和設備点検業務委託にかかる経費の支出について
172,800

港湾局 設備課 平成31年03月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 原材料費　工事材料費 直営施工用　鋼板ほか１５点買入にかかる経費の支出について
247,687

港湾局 設備課 平成31年03月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営施工用　作動油ほか７点買入にかかる経費の支出について
199,108

港湾局 設備課 平成31年03月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営施工用　作動油ほか７点買入にかかる経費の支出について
124,200

港湾局 設備課 平成31年03月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営施工用　接地リレー買入にかかる経費の支出について
12,916

港湾局 設備課 平成31年03月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営施工用　パッキンほか１０３点買入にかかる経費の支出について
314,718

港湾局 設備課 平成31年03月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 請第3451号 配線用遮断器ほか50点買入にかかる経費の支出について 直営工事用
364,964

港湾局 設備課 平成31年03月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営施工用　三ツ打ちロープ買入（その２）にかかる経費の支出について
61,236

港湾局 設備課 平成31年03月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　船車修繕料 自動車維持管理用　小型乗用自動車(501ぬ7110)故障修繕にかかる経費の支出について
49,172

港湾局 設備課 平成31年03月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 原材料費　工事材料費 ４７Ａ－３４　直営施工用　アンカーボルトほか７点買入にかかる経費の支出について
88,596

港湾局 設備課 平成31年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 (設電-7) 近接地等出張交通経費の支出について (近接地等出張用 平成31年2月分)
6,620

港湾局 設備課 平成31年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 直営施工用　鋼船船底塗料ほか５点買入にかかる経費の支出について
239,531

港湾局 設備課 平成31年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 直営施工用　鋼船船底塗料ほか５点買入にかかる経費の支出について
33,443

港湾局 設備課 平成31年03月28日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　消耗品費 直営施工用　鋼船船底塗料ほか５点買入にかかる経費の支出について
60,962

港湾局 設備課 平成31年03月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営施工用　鋼船船底塗料ほか５点買入にかかる経費の支出について
59,346

港湾局 設備課 平成31年03月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営施工用　マスキングテープほか１０点買入にかかる経費の支出について
86,428

港湾局 設備課 平成31年03月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営施工用　マスキングテープほか１０点買入にかかる経費の支出について
67,046

港湾局 設備課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 直営施工用　ベアリングセットほか２９点買入にかかる経費の支出について
496,130

港湾局 設備課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 直営施工用　ベアリングセットほか２９点買入にかかる経費の支出について
86,780

港湾局 設備課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 直営施工用　ベアリングセットほか２９点買入にかかる経費の支出について
255,636

港湾局 設備課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 直営施工用　ベアリングセットほか２９点買入にかかる経費の支出について
317,433
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港湾局 設備課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営施工用　ベアリングセットほか２９点買入にかかる経費の支出について
328,772

港湾局 設備課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営施工用　吸気グリルほか３点買入にかかる経費の支出について
63,720

港湾局 設備課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営施工用　冷却器系統リペアキットほか９点買入にかかる経費の支出について
785,052

港湾局 設備課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　印刷製本費 第２原図複写等（下半期）請負（単価契約）２月分〔設備課(電気）〕の支出について　電気設備設計用
3,510

港湾局 設備課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 原材料費　工事材料費 直営施工用　等辺山形鋼ほか４点買入にかかる経費の支出について
275,400

港湾局 設備課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 備品購入費　機械器具費 直営施工用　バッテリー式フォークリフト買入にかかる経費の支出について
1,620,000

港湾局 総務課 平成31年03月01日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 旅費　特別旅費 国際交流用　海外出張に伴う旅費の支出について（台湾・高雄）
64,160

港湾局 総務課 平成31年03月01日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 港湾局職員用　災害用携帯トイレ買入にかかる経費の支出について
119,070

港湾局 総務課 平成31年03月04日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 （職員出張用）近接地及び市内出張旅費の支出について（平成31年1月分）
4,570

港湾局 総務課 平成31年03月04日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 カラーデジタル複合機長期借入にかかるコピー代金（平成31年1月分）
125,859

港湾局 総務課 平成31年03月04日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 静電複写機長期借入にかかるコピー代金の支出について（平成31年1月分）職員事務用
66,071

港湾局 総務課 平成31年03月06日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　水道料金の支出について（平成31年2月請求分　2突事務所）
92,037

港湾局 総務課 平成31年03月06日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　水道料金の支出について（平成31年2月請求分　2突事務所）
44,334

港湾局 総務課 平成31年03月08日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 港湾局業務用　液晶ディスプレイ（４９インチ以上）ほか４点買入にかかる経費の支出について
68,526

港湾局 総務課 平成31年03月08日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 備品購入費　庁用器具費 港湾局業務用　液晶ディスプレイ（４９インチ以上）ほか４点買入にかかる経費の支出について
252,504

港湾局 総務課 平成31年03月14日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 旅費　特別旅費 国際交流用　海外出張に伴う旅費の支出について（台湾・高雄）
124,040

港湾局 総務課 平成31年03月14日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　水道料金の支出について（平成31年2月請求分　鶴町事務所他3件分）
94,063

港湾局 総務課 平成31年03月14日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　水道料金の支出について（平成31年2月請求分　鶴町事務所他3件分）
192,581

港湾局 総務課 平成31年03月14日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用消火器ほか２点の買入にかかる経費の支出について
83,160

港湾局 総務課 平成31年03月15日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　鶴町基地資材倉庫シャッター修繕にかかる経費の支出について
198,720

港湾局 総務課 平成31年03月15日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 平成31年2月24日　クルーズ客船対応にかかる交通費の支出について
414

港湾局 総務課 平成31年03月18日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 報償費　報償金 大阪港開港150年記念事業　「（仮称）大阪港開港150年記念誌」企画編集業務受託事業者選定にかかる委員報酬の支出について（第２回選定会議）
16,500

港湾局 総務課 平成31年03月18日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 報償費　報償金 大阪港開港150年記念事業　「（仮称）大阪港開港150年記念誌」企画編集業務受託事業者選定にかかる委員報酬の支出について（第２回選定会議）
16,500

港湾局 総務課 平成31年03月18日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 報償費　報償金 大阪港開港150年記念事業　「（仮称）大阪港開港150年記念誌」企画編集業務受託事業者選定にかかる委員報酬の支出について（第２回選定会議）
16,500

港湾局 総務課 平成31年03月18日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 報償費　報償金 大阪港開港150年記念事業　「（仮称）大阪港開港150年記念誌」企画編集業務受託事業者選定にかかる委員報酬の支出について（第１回選定会議）
16,500

港湾局 総務課 平成31年03月18日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 旅費　其他委員等旅費 大阪港開港150年記念事業　「（仮称）大阪港開港150年記念誌」企画編集業務受託事業者選定にかかる委員報酬の支出について（第２回選定会議）
920

港湾局 総務課 平成31年03月18日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 旅費　其他委員等旅費 大阪港開港150年記念事業　「（仮称）大阪港開港150年記念誌」企画編集業務受託事業者選定にかかる委員報酬の支出について（第１回選定会議）
920

港湾局 総務課 平成31年03月18日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 旅費　其他委員等旅費 大阪港開港150年記念事業　「（仮称）大阪港開港150年記念誌」企画編集業務受託事業者選定にかかる委員報酬の支出について（第２回選定会議）
460

港湾局 総務課 平成31年03月18日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 旅費　其他委員等旅費 大阪港開港150年記念事業　「（仮称）大阪港開港150年記念誌」企画編集業務受託事業者選定にかかる委員報酬の支出について（第２回選定会議）
4,240

港湾局 総務課 平成31年03月18日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 旅費　普通旅費 国際交流用　レムチャバン港とのトップ級会談（３/18　北九州）
28,740

港湾局 総務課 平成31年03月18日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 国際交流用　平成30年度台湾出張用記念品の買入にかかる経費の支出について
5,238

港湾局 総務課 平成31年03月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 ガス料金の支出について（平成31年2月請求分）庁舎維持管理用
99,058

港湾局 総務課 平成31年03月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　水道料金の支出について（平成31年３月請求分　臨港方面管理事務所）
18,137

港湾局 総務課 平成31年03月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　水道料金の支出について（平成31年３月請求分　臨港方面管理事務所）
36,001

港湾局 総務課 平成31年03月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　使用料 港湾局事務用ファクシミリ長期借入にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
20,466

港湾局 総務課 平成31年03月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　庁舎維持管理用　電話機リースにかかる経費の支出について（臨港方面管理事務所　3月分）
10,967

港湾局 総務課 平成31年03月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　庁舎維持管理用　電話機リースにかかる経費の支出について（機械事務所　3月分）
11,016

港湾局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 港湾局職員用　災害用飲料水ほか3点買入にかかる経費の支出について
242,611

港湾局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 国際交流用　平成30年度台湾港務株式会社とのＭＯＵ締結記念品の買入にかかる経費の支出について
23,760

港湾局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　燃料費 庁舎維持管理用　プロパンガス（臨港方面管理事務所）買入（単価契約）にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
151,394

港湾局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 電気料金の支出について（常吉ケーソンヤードほか・平成31年2月分）庁舎維持管理用
181,987

港湾局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　使用料 平成３０年度　庁内情報利用パソコン等機器（港湾局）一式　長期借入（平成２７年度契約分）の支出について（平成31年2月分）
976,138

港湾局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　使用料 平成３０年度　ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（港湾局）一式　長期借入の経費の支出について（平成31年2月分）
8,881

港湾局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　使用料 平成３０年度　庁内情報利用パソコン等機器（港湾局）（２）一式　長期借入（平成２８年度契約分）の支出について（平成31年2月分）
82,802

港湾局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（平成31年2月利用分・ソフトバンク）庁舎維持管理用
26,066

港湾局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 貸付金　貸付金 平成30年度　特定用途港湾施設整備事業に係る資金の貸付契約（港湾法）における貸付金の支出について（阪神国際港湾株式会社）
45,000,000

港湾局 総務課 平成31年03月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 事務用書類送付用　切手買入にかかる経費の支出について
24,600
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港湾局 総務課 平成31年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　港湾局庁舎（ＡＴＣ）にかかる光熱費の支出について（平成31年2月分）
241,569

港湾局 総務課 平成31年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　港湾局庁舎（ＡＴＣ）にかかる光熱費の支出について（平成31年2月分）
653,144

港湾局 総務課 平成31年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 委託料　委託料 港湾局ＡＴＣ庁舎入退室管理設備用　入退室管理設備保守業務委託にかかる経費の支出について
432,061

港湾局 総務課 平成31年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 舟運事業他都市事例調査に関する広島出張（３/28 広島市）
43,900

港湾局 総務課 平成31年03月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 鶴町・２突事務所電気料金の支出について（平成31年２月分）庁舎維持管理用
584,581

港湾局 総務課 平成31年03月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク用　回線使用料等の支出について（平成31年２月分）
23,396

港湾局 総務課 平成31年03月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 カラーデジタル複合機長期借入にかかるコピー代金（平成31年2月分）
74,028

港湾局 総務課 平成31年03月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 総務事務用　国会便覧（平成31年2月新版）の買入にかかる経費の支出について
1,465

港湾局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 港湾局事務用ＤＶＤ－Ｒほか３点の買入にかかる経費の支出について
9,753

港湾局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 （職員出張用）近接地及び市内出張旅費の支出について（平成31年２月分）
7,595

港湾局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 府市港湾管理一元化に関する打合せ（3/18東京）
29,240

港湾局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 職員出張用 近接地及び市内出張旅費の支出について(芦田課長　平成31年1・2月分）
1,415

港湾局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 職員出張用 近接地及び市内出張旅費の支出について(平成31年2月分）
2,070

港湾局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 （職員出張用）市内出張にかかる交通費の支出について（2月分）
2,453

港湾局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 災害対策用　家具転倒防止用連結固定シート買入にかかる経費の支出について
64,962

港湾局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（平成31年2月利用分・鶴町電気事務所ほか）庁舎維持管理用
17,496

港湾局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（平成31年2月利用分・ATC庁舎）庁舎維持管理用
87,619

港湾局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（平成31年2月利用分・ＮＴＴコミュニケーションズ）庁舎維持管理用
10,325

港湾局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（平成31年2月利用分・NTTドコモ）庁舎維持管理用
16,098

港湾局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（平成31年2月利用分・臨港方面管理事務所）庁舎維持管理用
21,682

港湾局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（平成31年2月利用分・2突事務所ほか）庁舎維持管理用
77,835

港湾局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　船車賃借料 港湾消防委員会実地調査バス運行業務委託の実施及び同経費の支出について
22,260

港湾局 経営改革課 平成31年03月06日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分)
14,936

港湾局 経営改革課 平成31年03月06日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分)
19,353

港湾局 経営改革課 平成31年03月06日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分)
4,104

港湾局 経営改革課 平成31年03月06日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分)
7,605

港湾局 経営改革課 平成31年03月06日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（2月分)
600

港湾局 経営改革課 平成31年03月06日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分)
12,587

港湾局 経営改革課 平成31年03月06日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分)
28,900

港湾局 経営改革課 平成31年03月06日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分)
48,988

港湾局 経営改革課 平成31年03月06日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分)
9,126

港湾局 経営改革課 平成31年03月15日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 臨時的任用職員出張用　市内出張交通費（１、２月分）の支出について
2,016

港湾局 経営改革課 平成31年03月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（１月分）の買入にかかる経費の支出について
22,443

港湾局 経営改革課 平成31年03月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１月分）の買入にかかる経費の支出について
3,545

港湾局 経営改革課 平成31年03月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１月分）の買入にかかる経費の支出について
23,681

港湾局 経営改革課 平成31年03月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１月分）の買入にかかる経費の支出について
4,396

港湾局 経営改革課 平成31年03月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１月分）の買入にかかる経費の支出について
68,220

港湾局 経営改革課 平成31年03月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１月分）の買入にかかる経費の支出について
710

港湾局 経営改革課 平成31年03月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１月分）の買入にかかる経費の支出について
21,644

港湾局 経営改革課 平成31年03月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（１月分）の買入にかかる経費の支出について
83,069

港湾局 経営改革課 平成31年03月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１月分）の買入にかかる経費の支出について
65,779

港湾局 経営改革課 平成31年03月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１月分）の買入にかかる経費の支出について
111,656

港湾局 経営改革課 平成31年03月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１月分）の買入にかかる経費の支出について
9,990

港湾局 経営改革課 平成31年03月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１月分）の買入にかかる経費の支出について
7,071

港湾局 経営改革課 平成31年03月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１月分）の買入にかかる経費の支出について
32,290

港湾局 経営改革課 平成31年03月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１月分）の買入にかかる経費の支出について
7,411

港湾局 経営改革課 平成31年03月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（１月分）の買入にかかる経費の支出について
26,945
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港湾局 経営改革課 平成31年03月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（１月分）の買入にかかる経費の支出について
5,333

港湾局 経営改革課 平成31年03月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１月分）の買入にかかる経費の支出について
8,420

港湾局 経営改革課 平成31年03月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（１月分）の買入にかかる経費の支出について
25,614

港湾局 経営改革課 平成31年03月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１月分）の買入にかかる経費の支出について
69,649

港湾局 経営改革課 平成31年03月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（１月分）の買入にかかる経費の支出について
5,570

港湾局 経営改革課 平成31年03月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（１月分）の買入にかかる経費の支出について
6,344

港湾局 経営改革課 平成31年03月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１月分）の買入にかかる経費の支出について
27,480

港湾局 経営改革課 平成31年03月22日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 職員出張用　市内出張に伴う交通費（２月分）の支出について
720

会計室 会計企画担当 平成31年03月05日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 会計事務用　綴込表紙ほか３点　買入に係る経費の支出について
55,641

会計室 会計企画担当 平成31年03月05日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 備品購入費　庁用器具費 会計室事務用　シュレッダー　買入に係る経費の支出について
307,260

会計室 会計企画担当 平成31年03月05日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線４群）料金（2月分）の支出について
52,351

会計室 会計企画担当 平成31年03月06日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月-②分）
18,596

会計室 会計企画担当 平成31年03月11日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線５群）料金（2月分）の支出について
2,766

会計室 会計企画担当 平成31年03月11日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線５群）料金（2月分）の支出について
2,702

会計室 会計企画担当 平成31年03月11日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線５群）料金（2月分）の支出について
38,344

会計室 会計企画担当 平成31年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 会計室事務用　事務用椅子 買入の実施及び同経費の支出について
228,096

会計室 会計企画担当 平成31年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 会計事務用　ラミネーターほか１点　買入の実施及び同経費の支出について
5,994

会計室 会計企画担当 平成31年03月19日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 財務会計システム用サーバ機器等一式　長期借入契約の実施及び同経費の支出について（平成31年２月分）
3,056,400

会計室 会計企画担当 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 コピー代金の経費の支出について（会計事務用２月分）
22,028

会計室 会計企画担当 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式の借入れ経費の支出について（会計事務用　２月分）
5,371

会計室 会計企画担当 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式の借入れ経費の支出について（会計事務用　２月分）
46,363

会計室 会計企画担当 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器一式の借入れ経費の支出について（会計事務用　２月分）
10,865

会計室 会計企画担当 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式の借入れ経費の支出について（会計事務用　２月分）
79,584

会計室 会計企画担当 平成31年03月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線１群）料金（2月分）の支出について
11,244

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
26,489

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,673,695

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
7,025

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
10,595

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
140,652

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
2,131

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
4,642

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
226,920

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
118,158

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
136,896

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,522

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
153,805

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
335,529

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
199,555

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,512

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
132,624

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,587

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
258,649

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
203,320

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
57,596

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,522

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
76,725

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
222,905
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会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
83,978

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
117,174

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
2,985

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
158,288

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
186,745

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,587

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
787,517

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 環境改善費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
535,315

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
24,562

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,555

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,522

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
24,230

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
6,030,332

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
819,078

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
12,923

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
841,760

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
541,460

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
939,699

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,630,661

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
233,373

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
174,900

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
561,640

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
582,057

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
630,298

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,609

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,522

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
513,235

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,512

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
236,753

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
590,950

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
667,504

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,549

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
110,139

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
24,522

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,522

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
4,220

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,555

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
123,666

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
221,791

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
369,147

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
22,710

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
406,525

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
5,113

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
15,050

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
21,147
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会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
2,261,758

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
598,049

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,551,514

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
478,152

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,496,407

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
756,409

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,262,032

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
808,338

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
8,553,717

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
15,184

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
3,056

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
2,754

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
25,724

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,512

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
3,773

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,512

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,512

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
6,048

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
9,123

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
5,955,376

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
66,863

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
11,395

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
76,593

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,533

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
3,034

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
810,254

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,512

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
112,985

会計室 会計企画担当 平成31年03月22日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
9,275,241

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
12,646

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
12,635

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 旅費　普通旅費 会計事務用市内等出張交通費の支出について（平成31年２月分）
3,858

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 会計室事務用　液晶ディスプレイ（49インチ型（ワイド））ほか３点に係る経費の支出について
145,222

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 会計事務用　トナーカートリッジ（汎用品）ほか１点に係る経費の支出について
180,360

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（会計事務用　２月分）
4,318

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管及び集配業務委託料の支出について（平成31年２月分）
864

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 備品購入費　庁用器具費 会計室事務用　液晶ディスプレイ（49インチ型（ワイド））ほか３点に係る経費の支出について
82,620

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
2,576

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
1,531

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
258,268

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
410,663

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
264,471

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
237,011

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
259,063

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
233,159

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
209,491

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
358,914
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会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
220,056

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
419,785

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
243,997

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
338,393

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
203,126

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
240,468

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
355,442

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
429,220

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
10,259

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
352,956

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
201

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
397

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
253,769

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
484

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
15,916

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
3,883

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
56

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
26,059

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
13,826

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
22,860

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
22

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
622

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
322

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
72,970

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
24

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
39,099

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
440

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
10,555

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
7,276

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
8

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
8

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
8

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
58

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
682

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
736

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
1,310

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
99

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
147

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
73

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
55

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
900

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
3,559

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
3,666

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
1,682

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
90

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
17

会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
51
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会計室 会計企画担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
33,331

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
77,239

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
72,947

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
1,262

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
1,398

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
745

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
751,123

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
533,471

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
815,549

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
5,769

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
525,266

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
668,059

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
2,643

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
532,398

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
438,441

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
188,004

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
614,698

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
312,225

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
308,561

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
542,897

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
363,665

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
455,405

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
894,286

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
385,233

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
96,610

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
1,090

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
1,435

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
199,447

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
16,024

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
2,835,901

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
595,666

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
917

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
46,960

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
15,510

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
1,200,510

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
893,457

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
519,065

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
1,213,978

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
451,129

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
401,266

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
669,434

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
192,710

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
248,869

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
1,112,011

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
740,878

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
789,140

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
21,119
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会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
4,024

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
745

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
917

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
16,845

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
363,587

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
196,985

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
113,500

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
2,816

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
104,234

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
65,708

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
92,263

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
196,364

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
70,535

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
201,431

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
58,886

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
59,262

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
1,098,066

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
15,644

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
8,324,418

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
134,219

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
58,171

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
4,339

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
112,527

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
7,342

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
74,498

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
98,419

会計室 会計企画担当 平成31年03月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
2,986,609

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
3,582

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（2月分）の支出について
2,812

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
220

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,518

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
89,709

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（2月分）の支出について
32,225

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
4,554

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
630,696

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（2月分）の支出について
2,823

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
5,539

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（2月分）の支出について
10,341

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
674

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
7

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（2月分）の支出について
3,458

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 地方公共団体　契約実務の要点、外３点の購入に係る経費の支出について（会計事務用）
47,792

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 会計事務用　SkyPDF Standard 2016（バージョンアップ版）ほか１点の買入及び同経費の支出について
100,440

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
367

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
4,758

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 備品購入費　庁用器具費 会計事務用　スティック型掃除機の買入に係る経費の支出について
59,940

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
101,338
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会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
112,842

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
4,476

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
9,227

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
14,800

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
1,178

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
23,574

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
29,974

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
3,300

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
2,817

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
2,504

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
392

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
392

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
392

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
1,963

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
2,296

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
868

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
1,382,916

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
701

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
8,473

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
1,392

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
1,028

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
5,008

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
921

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
12,520

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
5,321

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
17,767

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
10,642

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
485

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
9,390

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
7,091

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
416

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
17,997

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
304,885

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
884

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
13,332

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
577

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
795

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
909

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
923

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
7,368

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
1,298

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（2月分）の支出について
7,149

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
7

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
675

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
876

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
4,725

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
1,251
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会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
1,095

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
11,495

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（2月分）の支出について
21,447

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
8,055

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（2月分）の支出について
10,143

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（2月分）の支出について
14,298

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（2月分）の支出について
80,559

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（2月分）の支出について
7,149

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
15,739

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
208,205

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
2,120

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
936

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,518

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（2月分）の支出について
4,849

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,194

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
2,961

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
654

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
14,816

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
36

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（2月分）の支出について
2,702

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
701

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
39

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（2月分）の支出について
113,101

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
15,921

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
9,849

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
7,164

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（2月分）の支出について
10,276

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（2月分）の支出について
10,341

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
42,724

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
5,626,800

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
567,966

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
25,056

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
7,422

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
15,846

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
107,489

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
899

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
127,475

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
392

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
20,952

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（2月分）の支出について
10,341

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,518

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
12,333

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
3,096

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
3,119,969

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
23,851

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
15,258

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
392
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会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
1,252

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
19,658

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
44,227

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,273

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,194

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
3,582

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,194

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,194

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
98

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,194

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,518

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,428

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
82

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
410

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
7

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,490

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,194

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
19

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
713

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
7

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
63,560

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,194

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,194

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
72,987

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
8,020

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
28,656

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
16,062

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
17,110

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
8,609

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
4,231

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
31,348

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
77,797

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,194

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
23,818

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
305,078

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
392

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
275,757

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
530,633

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
392

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
233,333

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
5,970

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
4,344

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
2,326,987

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
74,292

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（2月分）の支出について
113,380

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
1,743,611

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
1,466,630
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会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
116,522

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
2,642,226

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
2,086,483

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
1,246,102

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
1,003,107

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
1,471,636

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,194

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
4,976

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
4,712,403

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 都市交通費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,626

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
3,967

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
1,344

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
124,410

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
315,753

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
65,708

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
1,356

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
3,640

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
7,778

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
111,777

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
462,922

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（2月分）の支出について
14,008

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,194

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
3,582

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,194

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,194

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
8,358

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,194

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
7,164

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
2,388

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
2,416

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
6,935,798

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
142,952

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
23,512

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
9,291

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
8,058

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
12,752

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
3,665

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
11,834

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
2,229

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
1,081

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
18,509

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
12,658,247

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
206,756

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
423,895

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
8,763

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
53,771

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
173,790
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会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
17

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
497

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
447

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
9,950

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
392

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
3,539,823

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,734

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
111,936

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
8,124

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
38,657

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
876,673

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
1,338

会計室 会計企画担当 平成31年03月29日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（2月分）の支出について
6,496

会計室 会計管理担当 平成31年03月25日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　手数料 公金収納取扱手数料の支出について（平成30年９月～平成31年２月分）
32,308,225

会計室 会計管理担当 平成31年03月25日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　手数料 振替取扱手数料の支出について（2月分）
4,905,713

北区役所 総務課 平成31年03月06日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 選挙用レターパック及び切手購入経費の支出について
86,890

北区役所 総務課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 一般事務用カラーコピー機購入経費の支出について
386,640

北区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種事務用市内出張交通費の支出について（10・11・１月分）
16,608

北区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,754

北区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 総務課小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
7,560

北区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所庁舎前駐輪整理業務委託経費の支出について（2月分）
138,622

北区役所 総務課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 貯水槽清掃作業及び水質検査業務委託経費の支出について
18,128

北区役所 総務課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 貯水槽清掃作業及び水質検査業務委託経費の支出について
60,611

北区役所 総務課 平成31年03月19日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 貯水槽清掃作業及び水質検査業務委託経費の支出について
3,446

北区役所 総務課 平成31年03月19日 一般会計 環境費 環境費 環境費 委託料　委託料 貯水槽清掃作業及び水質検査業務委託経費の支出について
975

北区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（２月分）北区役所運営事務費・統計＜機械番号２０２８３６＞
20,663

北区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（２月分）北区役所運営事務費＜機械番号２０２９８５＞
21,651

北区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所一般廃棄物処理業務委託経費の支出について（平成３１年２月分）
8,375

北区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３０年度　大阪市北区役所庁舎清掃業務委託（長期継続）経費の支出について（2月分）
568,080

北区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所産業廃棄物処理業務委託経費の支出について（平成３１年２月分）
4,148

北区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所宿日直専門員用寝具借入経費の支出について（2月分）
9,936

北区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２９年度　庁内情報利用パソコン等機器（北区役所）一式　長期借入にかかる支出について（平成３１年２月分）
204,727

北区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成３０年度　北区役所視覚障害者用点字ディスプレイ等借入（長期継続）経費の支出について
18,468

北区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所庁舎維持管理用玄関マット及びエレベータマット借入にかかる経費の支出について（2月分）
14,340

北区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用庁内情報利用パソコン（北区役所　ノートパソコン）機器一式長期借入にかかる経費の支出について（2月分）
23,328

北区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用庁内情報利用パソコン（北区役所　省スペース型）機器一式長期借入にかかる経費の支出について（2月分）
27,648

北区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　庁内情報利用パソコン等機器（北区役所）一式　長期借入にかかる支出について（平成３１年２月分）
317,495

北区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成３０年度　ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（北区役所）一式　長期借入経費の支出について（平成３１年２月分）
10,865

北区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 北区役所一般廃棄物処理業務委託経費の支出について（平成３１年２月分）
476

北区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 北区役所産業廃棄物処理業務委託経費の支出について（平成３１年２月分）
235

北区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 環境費 環境費 環境費 委託料　委託料 北区役所一般廃棄物処理業務委託経費の支出について（平成３１年２月分）
134

北区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 環境費 環境費 環境費 委託料　委託料 北区役所産業廃棄物処理業務委託経費の支出について（平成３１年２月分）
66

北区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 北区災害対策用職員住宅什器賃貸借（長期継続）経費の支出について（平成31年2月分）
17,280

北区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 北区役所カリヨンベル及び塔子時計調整修繕経費の支出について
189,000

北区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市北区役所庁舎機械警備業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
8,164

北区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎維持管理用　北区役所害虫駆除業務委託経費の支出について
40,263

北区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所ケーブルテレビ利用料の支出について（平成３１年２月分）
720
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北区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 区庁舎維持管理用　北区役所害虫駆除業務委託経費の支出について
2,289

北区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 環境費 環境費 環境費 委託料　委託料 区庁舎維持管理用　北区役所害虫駆除業務委託経費の支出について
648

北区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 会議室用スタッキングチェアほか1点の買入経費支出について
299,376

北区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 北区役所電話・ＦＡＸ使用料の支出について（平成３１年２月分）
282,309

北区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 北区役所電話・ＦＡＸ使用料の支出について（平成３１年２月分）
15,564

北区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 北区役所電話・ＦＡＸ使用料の支出について（平成３１年２月分）
4,405

北区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 北区役所庁舎水道料金の支出について（２月分）
17,114

北区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 北区役所庁舎電気使用料の支出について（平成３１年２月分）
376,435

北区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 北区役所庁舎水道料金の支出について（２月分）
54,338

北区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 北区役所庁舎電気使用料の支出について（平成３１年２月分）
1,087,171

北区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 北区役所庁舎水道料金の支出について（２月分）
114,187

北区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 北区役所庁舎水道料金の支出について（２月分）
35,965

北区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 北区役所情報通信設備用回線使用料・プロバイダ料の支出について（２月分）
8,856

北区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 北区役所庁舎水道料金の支出について（２月分）
6,000

北区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 北区役所庁舎電気使用料の支出について（平成３１年２月分）
61,170

北区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 北区役所庁舎水道料金の支出について（２月分）
2,855

北区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 北区役所庁舎水道料金の支出について（２月分）
1,698

北区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 北区役所庁舎電気使用料の支出について（平成３１年２月分）
17,312

北区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 北区役所庁舎水道料金の支出について（２月分）
808

北区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 総務課一般事務用パンフレットスタンド購入経費の支出について
176,256

北区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 北区役所人命救助用自動体外式除細動器（ＡＥＤ）購入経費の支出について
390,960

北区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種事務用市内出張交通費の支出について（２月分）
12,792

北区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
3,186

北区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
800

北区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 北区庁舎ガス料金の支出について（３月分）
2,475

北区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 総務課小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
4,440

北区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 北区役所証明書発行システム（戸籍広域ＦＡＸ）使用料の支出について（２月分）
1,305

北区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 北区役所電話（市内ＦＡＸ・専用回線）使用料の支出について（２月分）
25,223

北区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
2,583

北区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 総務課小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
6,298

北区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 総務課小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
1,883

北区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所庁内外線電話機増設等業務委託経費の支出について
108,000

北区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
14,636

北区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 北区庁舎ガス料金の支出について（３月分）
140

北区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 北区役所電話（市内ＦＡＸ・専用回線）使用料の支出について（２月分）
858

北区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　手数料 総務課小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
358

北区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 北区庁舎ガス料金の支出について（３月分）
39

北区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 北区役所電話（市内ＦＡＸ・専用回線）使用料の支出について（２月分）
243

北区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　手数料 総務課小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
101

北区役所 戸籍登録課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 戸籍登録業務小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
907

北区役所 戸籍登録課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 北区オリジナル婚姻届の作成経費の支出について
21,205

北区役所 戸籍登録課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 北区役所住民情報業務等委託（長期継続）委託料の支出について（平成30年度１月分）
492,604

北区役所 戸籍登録課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所住民情報業務等委託（長期継続）委託料の支出について（平成30年度１月分）
4,077,400

北区役所 戸籍登録課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 戸籍登録課事務用後納郵便料金（平成３１年２月分）の支出について
3,872

北区役所 戸籍登録課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 戸籍登録課事務用コピー複写経費の支出について（２月分）
30,671

北区役所 戸籍登録課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 戸籍事務用参考図書の購入経費の支出について
6,740

北区役所 戸籍登録課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍登録課事務用後納郵便料金（平成３１年２月分）の支出について
120,952
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北区役所 戸籍登録課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 戸籍登録課窓口配付用スプーン・フォークセット（ベビー用）の購入経費の支出について
336,960

北区役所 地域課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全安心対策事業用モバイルスクリーンほか１点買入の支出について
40,608

北区役所 地域課 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金
平成30年度校長経営戦略支援予算区担当教育次長執行枠　「北区学校ステップアップ事業」にかかる講師謝礼の支出について（扇町小・コーディネーショント
レーニング） 32,320

北区役所 地域課 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 平成30年度校長経営戦略支援予算区担当教育次長執行枠　「北区学校ステップアップ事業」にかかる講師謝礼の支出について（扇町小・サッカー）
20,800

北区役所 地域課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全安心対策事業災害対策用備蓄食の買入経費の支出について
388,800

北区役所 地域課 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 平成30年度校長経営戦略支援予算区担当教育次長執行枠　「北区学校ステップアップ事業」にかかる講師謝礼の支出について（扇町小・特別支援教育研修会）
11,560

北区役所 地域課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成３１年度北区民カーニバル事業業務委託先選定会議における選定委員への報償金の支出について
41,240

北区役所 地域課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 地域安全安心対策事業災害対策用テレビの買入経費の支出について
171,720

北区役所 地域課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 学校教育活動支援　中学校部活動支援事業（合唱部）にかかる報償金の支出について
7,580

北区役所 地域課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全安心対策事業用あんまちユニホーム（２）買入の支出について
12,096

北区役所 地域課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平成31年度　発達障がいサポート事業における非営利・有償活動団体保険の加入にかかる経費の支出について
107,800

北区役所 地域課 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 平成30年度校長経営戦略支援予算区担当教育次長執行枠　「北区学校ステップアップ事業」にかかる講師謝礼の支出について（北稜中・キンボール指導）
15,000

北区役所 地域課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全安心対策事業用ワイヤーロック買入の支出について
105,840

北区役所 地域課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全安心対策事業用デジタル簡易無線機一式の買入について
126,900

北区役所 地域課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 安全対策用安全靴（短靴）の買入の支出について
140,832

北区役所 地域課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 北区防災フォーラム『大阪北区ジシン本』発行記念～マンションから減災復興を考える～の講師謝礼にかかる報償金の支出について
196,040

北区役所 地域課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域課事務用消耗品（パンフレットスタンド）にかかる支出について
281,880

北区役所 地域課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 平成30年度校長経営戦略支援予算区担当教育次長執行枠　「北区学校ステップアップ事業」にかかる講師謝礼の支出について（扇町小・英語指導研修）
10,400

北区役所 地域課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金
平成30年度校長経営戦略支援予算区担当教育次長執行枠　「北区学校ステップアップ事業」にかかる講師謝礼の支出について（菅北小・ジュニアバンド補助員１
月分） 26,100

北区役所 地域課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 平成30年度校長経営戦略支援予算区担当教育次長執行枠　「北区学校ステップアップ事業」にかかる講師謝礼の支出について（北稜中・キンボール指導）
15,000

北区役所 地域課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全安心対策事業にかかる耐震シートの買入経費の支出について
76,896

北区役所 地域課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域課事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
15,438

北区役所 地域課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３０年度北区民カーニバル事業にかかる業務委託経費の支出について
6,232,000

北区役所 地域課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全安心対策事業用携帯電話料金の支出について（２月分）
51,354

北区役所 地域課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度啓発指導員による放置自転車対策業務委託経費の支出について（2月分）
750,924

北区役所 地域課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域課事務用コピー複写経費の支出について（２月分）
9,082

北区役所 地域課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業にかかる報償金の支出について（平成３１年２月分）
502,602

北区役所 地域課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域課事務用消耗品（USBメモリ外12点）にかかる買入代金の支出について
47,112

北区役所 地域課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 北区地域防災リーダーボランティア活動保険加入にかかる経費の支出について
260,400

北区役所 地域課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 学校教育活動支援　中学校部活動支援事業（パソコン部）にかかる報償金の支出について
13,280

北区役所 地域課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立北区民センター及び大阪市立大淀コミュニティセンター管理運営業務代行にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
4,523,734

北区役所 地域課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 平成30年度校長経営戦略支援予算区担当教育次長執行枠　「北区学校ステップアップ事業」にかかる講師謝礼の支出について（堀川小・体つくり運動）
111,500

北区役所 地域課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金
平成30年度校長経営戦略支援予算区担当教育次長執行枠　「北区学校ステップアップ事業」にかかる講師謝礼の支出について（豊崎本庄小・器械運動（跳び箱）
指導） 192,240

北区役所 福祉課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子育て支援室スーパーバイザーの活動に対する謝礼の支出について（平成31年1月分）
74,320

北区役所 福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（2月－1請求分）（代理受領方式）
350,136

北区役所 福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（1月－6、2月－1請求分）（代理受領方式）
263,188

北区役所 福祉課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 大淀保育所消耗品事業資金（特別保育用）３月分の支出について
10,000

北区役所 福祉課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 大淀保育所消耗品事業資金（通常保育用）３月分の支出について
50,000

北区役所 福祉課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉課小口支払基金繰入金の支出について（平成31年1月25日から平成31年2月21日分）
2,706

北区役所 福祉課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉課小口支払基金繰入金の支出について（平成31年1月25日から平成31年2月21日分）
1,640

北区役所 福祉課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉課小口支払基金繰入金の支出について（平成31年1月25日から平成31年2月21日分）
8,200

北区役所 福祉課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「住民主体の福祉コミュニティづくり推進事業」にかかる業務委託料の支出について（1月分）
4,125,000

北区役所 福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 福祉課小口支払基金繰入金の支出について（平成31年1月25日から平成31年2月21日分）
421

北区役所 福祉課 平成31年03月07日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付事務費

役務費　通信運搬費 福祉課小口支払基金繰入金の支出について（平成31年1月25日から平成31年2月21日分）
3,280

北区役所 福祉課 平成31年03月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

需用費　食糧費 福祉課小口支払基金繰入金の支出について（平成31年1月25日から平成31年2月21日分）
1,516

北区役所 福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 地域福祉活動推進事業用啓発物品（スマートエマージェンシーボトル他１点）購入経費の支出について
163,360

北区役所 福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（2月－2請求分）（代理受領方式）
690,362
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北区役所 福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（2月－3請求分）（代理受領方式）
593,028

北区役所 福祉課 平成31年03月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

扶助費　其他扶助金 成年後見人の報酬助成にかかる費用の支出について
288,000

北区役所 福祉課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子どもの居場所づくり支援事業業務委託先選定審査会にかかる選定委員報償金の支出について
42,760

北区役所 福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（2月－2請求分）（代理受領方式）
94,800

北区役所 福祉課 平成31年03月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 障がい者・高齢者虐待防止の取組にかかる研修の講師報奨金の支出について
19,660

北区役所 福祉課 平成31年03月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

報償費　報償金 障がい者・高齢者虐待防止の取組にかかる研修の講師報奨金の支出について
10,000

北区役所 福祉課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉課事務用備品（パンフレットスタンド他１点）購入経費の支出について
9,088

北区役所 福祉課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 福祉課事務用備品（パンフレットスタンド他１点）購入経費の支出について
214,920

北区役所 福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（2月－3請求分）（代理受領方式）
641,835

北区役所 福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（2月－4請求分）（代理受領方式）
46,680

北区役所 福祉課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「子どもの居場所づくり支援事業」（Ｃエリア）にかかる業務委託料の支出について（平成31年2月分）
117,000

北区役所 福祉課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「子どもの居場所づくり支援事業」（Ａエリア）にかかる業務委託料の支出について（平成31年2月分）
146,000

北区役所 福祉課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「子どもの居場所づくり支援事業」（Ｂエリア）にかかる業務委託料の支出について（平成31年2月分）
175,000

北区役所 福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（2月－4請求分）（代理受領方式）
169,779

北区役所 福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（2月－5請求分）（代理受領方式）
835,059

北区役所 福祉課 平成31年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 成年後見制度（高齢）市長審判に係る診断書料の支出について
3,240

北区役所 福祉課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 小地域福祉活動計画（本庄地域）本編・概要版印刷経費の支出について
275,184

北区役所 福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成30年度民生委員費用弁償（第4四半期分）の支出について
1,285,625

北区役所 福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事業にかかるコピー代金の支出について（２月分）
1,255

北区役所 福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事業にかかるコピー代金の支出について（２月分）
8,518

北区役所 福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事業にかかるコピー代金の支出について（２月分）
3,572

北区役所 福祉課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成30年度児童委員費用弁償（第4四半期分）の支出について
1,216,875

北区役所 福祉課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事業にかかるコピー代金の支出について（２月分）
8,000

北区役所 福祉課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事業にかかるコピー代金の支出について（２月分）
512

北区役所 福祉課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事業にかかるコピー代金の支出について（２月分）
5,398

北区役所 福祉課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 大淀保育所用賄材料費　３月分の支出について
918,800

北区役所 福祉課 平成31年03月22日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付事務費

需用費　消耗品費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事業にかかるコピー代金の支出について（２月分）
2,622

北区役所 福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度　第２回北区地域福祉推進会議にかかる報酬金の支出について（３月分）
19,940

北区役所 福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度第２回北区地域福祉推進会議事前会議にかかる報酬金の支出について（２月分）
19,940

北区役所 福祉課 平成31年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険認定審査会事務用コピー複写機経費の支出について（２月分）
8,443

北区役所 福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子育て支援室スーパーバイザーの活動に対する謝礼の支出について（平成３１年２月分）
79,520

北区役所 福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 福祉課関係業務にかかる出張旅費の支出について（１月～２月分）
3,450

北区役所 福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉課小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月25日から平成31年3月19日分）
1,738

北区役所 福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 福祉課小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月25日から平成31年3月19日分）
1,432

北区役所 福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
2,204

北区役所 福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
2,748

北区役所 福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
164

北区役所 福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「住民主体の福祉コミュニティづくり推進事業」にかかる業務委託料の支出について（２月分）
4,125,000

北区役所 福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉課関係業務にかかる出張旅費の支出について（１月～２月分）
380

北区役所 福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 福祉課小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月25日から平成31年3月19日分）
421

北区役所 福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
1,038

北区役所 福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
15,424

北区役所 福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
133,390

北区役所 福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
68,780

北区役所 福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
564

北区役所 福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（2月－5請求分）（代理受領方式）
476,854

北区役所 福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（2月－6請求分）（代理受領方式）
174,390
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北区役所 福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 福祉課関係業務にかかる出張旅費の支出について（１月～２月分）
5,140

北区役所 福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
72

北区役所 福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
3,834

北区役所 福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
1,558

北区役所 福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
236

北区役所 福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 福祉課小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月25日から平成31年3月19日分）
7,732

北区役所 福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
3,314

北区役所 福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
226

北区役所 福祉課 平成31年03月29日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付事務費

役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
5,988

北区役所 福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 福祉課関係業務にかかる出張旅費の支出について（１月～２月分）
1,040

北区役所 福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用角カゴ他１６点購入経費の支出について
83,058

北区役所 福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
78,413

北区役所 福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

旅費　普通旅費 福祉課関係業務にかかる出張旅費の支出について（１月～２月分）
1,080

北区役所 福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
980

北区役所 福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
164

北区役所 福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 福祉課小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月25日から平成31年3月19日分）
2,002

北区役所 福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 福祉課小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月25日から平成31年3月19日分）
4,200

北区役所 保険年金課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成３０年度３月分の国民健康保険料窓口還付金の資金前渡について（歳出・一般分）
70,000

北区役所 保険年金課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成３０年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いについて３月－１（歳出・滞納繰越分・一般）
66,259

北区役所 保険年金課 平成31年03月06日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費経費の支出について（保険者間調整分）31年1月申請分
25,151

北区役所 保険年金課 平成31年03月08日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 北区役所保険年金課一般事務用プリンタートナーの購入経費の支出について
42,660

北区役所 保険年金課 平成31年03月15日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 平成３０年度　国民健康保険料還付金にかかる還付加算金の支出について
2,600

北区役所 保険年金課 平成31年03月15日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成３０年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いについて３月－３（歳出・滞納繰越分・一般）
121,250

北区役所 保険年金課 平成31年03月15日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成３０年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いについて３月－２（歳出・滞納繰越分・一般）
18,114

北区役所 保険年金課 平成31年03月20日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費経費の支出について（３１年３月審査分　一般）①
43,239

北区役所 保険年金課 平成31年03月22日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金課事務用コピー複写経費の支出について（２月分）
14,949

北区役所 保険年金課 平成31年03月22日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 平成３０年度　国民健康保険料還付金にかかる還付加算金の支出について
1,000

北区役所 保険年金課 平成31年03月22日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成３０年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いについて３月－４（歳出・滞納繰越分・一般）
18,012

北区役所 保険年金課 平成31年03月27日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費経費の支出について（３１年３月審査分　一般）②
869,761

北区役所 保険年金課 平成31年03月27日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（３１年３月審査分）
550,000

北区役所 保険年金課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 北区役所保険年金課一般事務用プリンタートナーの購入経費の支出について
27,162

北区役所 保険年金課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 北区役所保険年金課徴収事務用消耗品（催告文書用封筒）購入経費の支出について
82,080

北区役所 保険年金課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金課徴収事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年３月分）
11,800

北区役所 保険年金課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便（平成３１年２月分）の支出について
1,102,251

北区役所 保険年金課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 平成３０年度　国民健康保険料還付金にかかる還付加算金の支出について
1,200

北区役所 保険年金課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成３０年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いについて３月－５（歳出・滞納繰越分・一般）
27,335

北区役所 保険年金課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成３０年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いについて３月－６（歳出・滞納繰越分・一般）
3,662

北区役所 保険年金課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出
退職被保険者等還付
金

償還金、利子及割引料　還付金 平成３０年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いについて３月－７（歳出・滞納繰越分・退職）
3,014

北区役所 健康課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用　こどもテーブル外２点買入経費の支出について
3,888

北区役所 健康課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 保健福祉センター事業用　こどもテーブル外２点買入経費の支出について
167,832

北区役所 健康課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（健康課）２月分
1,421

北区役所 健康課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（健康課）２月分
8,116

北区役所 健康課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（健康課）２月分
400

北区役所 健康課 平成31年03月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（健康課）２月分
4,892

北区役所 健康課 平成31年03月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（健康課）２月分
11,523

北区役所 健康課 平成31年03月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（健康課）２月分
977

北区役所 健康課 平成31年03月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（健康課）２月分
3,283
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北区役所 健康課 平成31年03月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（健康課）２月分
3,240

北区役所 健康課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 健康課事務用　コピー複写経費（２月分）の支出について
20,682

北区役所 健康課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事務事業用　小型ワイヤレスコール受信機外５点買入経費の支出について
93,636

北区役所 健康課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 保健福祉センター事務事業用　小型ワイヤレスコール受信機外５点買入経費の支出について
227,750

北区役所 健康課 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業に係る報償金の支出（平成３１年２月分）について
248,670

北区役所 健康課 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業に係る報償金の支出（平成３１年２月分）について
124,150

北区役所 健康課 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業に係る報償金の支出（平成３１年２月分）について
124,150

北区役所 健康課 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業に係る報償金の支出（平成３１年２月分）について
24,830

北区役所 健康課 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業に係る報償金の支出（平成３１年２月分）について
74,490

北区役所 健康課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 はつらつ脳活性化レベルアップ講座出席講師報償金の支出について（２月分）
81,120

北区役所 健康課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 親子の絆づくりプログラム（ＢＰプログラム）出席講師報償金の支出について（２月分）
73,920

北区役所 健康課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（２月分）
1,076

北区役所 健康課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（２月分）
594

北区役所 健康課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（２月分）
164

北区役所 健康課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（２月分）
246

北区役所 健康課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（２月分）
902

北区役所 健康課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（２月分）
18,160

北区役所 健康課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（２月分）
3,034

北区役所 健康課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（２月分）
410

北区役所 健康課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（２月分）
830

北区役所 健康課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（２月分）
1,230

北区役所 健康課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（２月分）
82

北区役所 健康課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（２月分）
2,222

北区役所 健康課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（２月分）
12,420

北区役所 健康課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（２月分）
656

北区役所 健康課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（２月分）
7,850

北区役所 健康課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（２月分）
7,708

北区役所 健康課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事務事業用　のり付け製本機外２１点買入経費の支出について
31,553

北区役所 健康課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事務事業用　のり付け製本機外２１点買入経費の支出について
6,480

北区役所 健康課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事務事業用　のり付け製本機外２１点買入経費の支出について
6,532

北区役所 健康課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 各種保健事務事業用　のり付け製本機外２１点買入経費の支出について
12,654

北区役所 健康課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 各種保健事務事業用　のり付け製本機外２１点買入経費の支出について
7,669

北区役所 健康課 平成31年03月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

需用費　消耗品費 各種保健事務事業用　のり付け製本機外２１点買入経費の支出について
21,397

北区役所 健康課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 感染症予防事業用　結核コホート検討会（第3回）出席医師報償金の支出について
22,720

北区役所 健康課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成３０年度ＢＣＧ接種にかかる医師報償金の支出について(３月分)
49,660

北区役所 健康課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉対策推進事業（家族教室）の実施に伴う講師報償金（２月分）の支出について
8,600

北区役所 健康課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 はつらつ脳活性化レベルアップ講座（平成３１年３月分）出席講師報償金の支出について
45,020

北区役所 健康課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事務用　事務机他４点買入経費の支出について
306,191

北区役所 健康課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 北区保健福祉センター公用車法定６ヶ月点検実施にかかる諸経費の支出について
15,268

北区役所 健康課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 保健福祉センター事務用　事務机他４点買入経費の支出について
56,149

北区役所 健康課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 感染症予防事務用　市内出張交通費の支出について（２月分）
440

北区役所 生活支援課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツＮｏ．１３４９～１３５６）
96,612

北区役所 生活支援課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（移送費Ｎｏ．１３４６～１３４８）
189,000

北区役所 生活支援課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について（Ｎｏ．１３９８～１３９９）
18,657

北区役所 生活支援課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（治療材料Ｎｏ．１３８０～１３８５）
187,430

北区役所 生活支援課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（文書料等Ｎｏ．１３６２～１３７９）
66,120

北区役所 生活支援課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（移送費Ｎｏ．１３８６～１３９６）
32,010
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北区役所 生活支援課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（長期入院Ｎｏ．１３９７）
23,040

北区役所 生活支援課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費の支出について（衛生材料費等Ｎｏ．１４００）
25,810

北区役所 生活支援課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について（Ｎｏ．１３５７～１３６１）
1,135,364

北区役所 生活支援課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について（Ｎｏ．１４０１～１４０２）
51,637

北区役所 生活支援課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活支援課事務用　旅費の支出について（平成３１年２月分）
2,860

北区役所 生活支援課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援課事務用　コピー複写経費の支出について（平成３１年２月分）
15,291

北区役所 生活支援課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツＮｏ．１４０３～１４１２）
106,590

北区役所 生活支援課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費の支出について（住宅維持費Ｎｏ．１４４１）
34,560

北区役所 生活支援課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について(移送費No.１４２２～１４３４)
36,300

北区役所 生活支援課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について(文書料等No.１４１３～１４２１)
35,860

北区役所 生活支援課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について(治療材料No.１４３５～１４４０)
155,102

北区役所 生活支援課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費の支出について（Ｎｏ．１４４２）
18,570

北区役所 生活支援課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援課事務用　料金後納郵便経費の支出について（平成３１年２月分）
175,171

北区役所 生活支援課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援課事務用　料金後納郵便経費の支出について（平成３１年２月分）
58,390

北区役所 生活支援課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について（Ｎｏ．１４４３～１４４４）
423,922

北区役所 生活支援課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による扶助費の支出について（平成３１年４月分）
6,800,000

北区役所 生活支援課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による扶助費の支出について（平成３１年４月分）
4,000,000

北区役所 生活支援課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による扶助費の支出について（平成３１年４月分）
400,000

北区役所 生活支援課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による扶助費の支出について（平成３１年４月分）
800,000

北区役所 生活支援課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援課小口支払基金繰入金の支出について（平成31年3月13日支出分）
1,020

北区役所 生活支援課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（中学校２月分）
101,704

北区役所 生活支援課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（小学校１・２月分）
200,661

北区役所 生活支援課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（移送費Ｎｏ．１４５５）
123,660

北区役所 生活支援課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツＮｏ．１４４５～１４５４）
108,580

北区役所 生活支援課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について（Ｎｏ．１４７３）
4,914

北区役所 生活支援課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（治療材料Ｎｏ．１４６９～１４７２）
126,706

北区役所 生活支援課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（長期入院Ｎｏ．１４６４）
40,320

北区役所 生活支援課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（移送費Ｎｏ．１４５６～１４６３）
22,060

北区役所 生活支援課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（文書料Ｎｏ．１４６５～１４６８）
13,590

北区役所 生活支援課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について（Ｎｏ．１４７４～１４７６）
647,466

北区役所 生活支援課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について（Ｎｏ．１４７７）
58,402

北区役所 生活支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（移送費Ｎｏ．１４９０～１４９１）
113,400

北区役所 生活支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツＮｏ．１４７８～１４８９）
127,089

北区役所 生活支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について(文書料等Ｎｏ.１４９２～１４９３)
7,800

北区役所 政策推進課 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度北区広報紙企画編集業務委託にかかる経費の支出について（3月号）
232,200

北区役所 政策推進課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（堂島地域集会所の太陽光発電等整備事業）の支出について（３回目）
5,000

北区役所 政策推進課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 青少年健全育成推進事業用「こども１１０番対応マニュアル」印刷経費の支出について
51,840

北区役所 政策推進課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度区民アンケート調査業務委託にかかる経費の支出について
429,840

北区役所 政策推進課 平成31年03月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 人権啓発・青少年健全育成事業用「北区ハートtoハート映画会」の周知用チラシ・ポスター印刷にかかる印刷製本費の支出について
18,036

北区役所 政策推進課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度北区の魅力映像制作及び発信事業業務委託先選定会議委員にかかる報酬の支出について
49,940

北区役所 政策推進課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度北区広報紙企画編集業務委託先選定会議委員にかかる報酬の支出について
51,440

北区役所 政策推進課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区広報紙全戸配布業務委託（平成30年6月号～平成31年3月号）（概算契約）にかかる経費の支出について（2月号）
629,280

北区役所 政策推進課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（街頭防犯カメラ事業）の支出について（２回目）
215,784

北区役所 政策推進課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（ＡＥＤの維持管理事業）の支出について（曽根崎連合：１回目）
11,232

北区役所 政策推進課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 業務改善・情報発信プロジェクト研修講師謝礼金の支出について（２月分）
34,480

北区役所 政策推進課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学習活動支援事業用（卓球試合球）購入経費の支出について
6,652

北区役所 政策推進課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報紙（平成30年5月号～平成31年4月号）（北区役所）概算印刷にかかる経費の支出について（3月号）
578,780
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北区役所 政策推進課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度北区広報紙点字版製作・発送業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（3月号）
31,482

北区役所 政策推進課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 学習活動支援事業用北区民卓球大会会場使用料の支出について
17,880

北区役所 政策推進課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（デジタルサイネージの管理運用事業（梅田東地域））の支出について（３回目）
2,113,160

北区役所 政策推進課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（北区防災冊子の活用事業）の支出について（２回目）
158,160

北区役所 政策推進課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（まちづくり事業スペースの確保）の支出について（２回目）
144,344

北区役所 政策推進課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（イルミネーション事業）の支出について
13,500,000

北区役所 政策推進課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（中崎町キャンドルナイト事業）の支出について（２回目）
238,630

北区役所 政策推進課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（清掃活動用備品整備事業）の支出について（３回目）
359,424

北区役所 政策推進課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（デジタルサイネージの設置事業）の支出について
3,294,314

北区役所 政策推進課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（曽根崎コミュニティスペースの確保）の支出について（２回目）
22,842

北区役所 政策推進課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（地域案内板の管理運用事業）の支出について
243,200

北区役所 政策推進課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（デジタルサイネージの管理運用事業（済美地域））の支出について（１回目）
1,666,408

北区役所 政策推進課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（季節の花配置事業）の支出について（３回目）
3,255,530

北区役所 政策推進課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（青色防犯パトロール事業）の支出について（２回目）
172,800

北区役所 政策推進課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成30年度スポーツ推進委員報酬の支払い（10月～3月：追加分）について
4,800

北区役所 政策推進課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成30年度スポーツ推進委員報酬の支払いについて（10月～3月）
172,800

北区役所 政策推進課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（北区防災冊子の活用事業）の支出について（３回目）
8,977,500

北区役所 政策推進課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（楽器整備事業）の支出について（２回目）
2,022,084

北区役所 政策推進課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（曽根崎地域まちづくり調査検討事業）の支出について（１回目）
2,485,000

北区役所 政策推進課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（堂島地域まちづくり調査検討事業）の支出について（１回目）
4,999,052

北区役所 政策推進課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（地域誌作成事業）の支出について（１回目）
3,668,600

北区役所 政策推進課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（北野地域まちづくり調査検討事業）の支出について（１回目）
3,382,400

北区役所 政策推進課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（非常用飲料水槽兼防火水槽の設置事業）の支出について（１回目）
29,806,200

北区役所 政策推進課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（中之島地域まちづくり調査検討事業）の支出について（１回目）
2,452,600

北区役所 政策推進課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発・青少年健全育成事業用人権啓発物品（携帯用マスクケース）買入に係る経費の支出について
50,220

北区役所 政策推進課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 政策推進課小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月2日から平成31年2月22日分）
7,000

北区役所 政策推進課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 政策推進課小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月2日から平成31年2月22日分）
2,808

北区役所 政策推進課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 政策推進課小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月2日から平成31年2月22日分）
1,516

北区役所 政策推進課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 まち魅力推進事業（さくら草プロジェクト）用メッセージカード印刷経費の支出について
4,563

北区役所 政策推進課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月2日から平成31年2月22日分）
2,952

北区役所 政策推進課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月2日から平成31年2月22日分）
1,312

北区役所 政策推進課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（街頭防犯カメラ事業）の支出について（２回目）
56,673,013

北区役所 政策推進課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まち魅力推進事業（さくら草プロジェクト）用プラスチック鉢（スリット付）外６点に係る購入経費の支出について
102,168

北区役所 政策推進課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 人権啓発・青少年健全育成事業用「北区ハートtoハート映画会」の実施経費の支出について
178,200

北区役所 政策推進課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（青色防犯パトロール事業）の支出について（３回目）
263,304

北区役所 政策推進課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 北区役所政策推進課（連携推進）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
8,501

北区役所 政策推進課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（梅田東地域まちづくり調査検討事業）の支出について（１回目）
2,992,600

北区役所 政策推進課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（街頭防犯カメラの修理）の支出について（１回目）
1,036,800

北区役所 政策推進課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（地域活性化を図るためのまちづくり事業の支援）の支出について（２回目）
25,206,998

北区役所 政策推進課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 政策推進課まち魅力推進事業用消耗品（パーテーション他３点）購入経費の支出について
359,337

北区役所 政策推進課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 政策推進課事務用　パンフレットスタンド　外１点　購入経費の支出について
13,284

北区役所 政策推進課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 政策推進課事務用　ＤＶＤ－Ｒ　外６３点　購入経費の支出について
177,143

北区役所 政策推進課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課（広聴広報・企画調整）事務用　後納郵便料金（２月分）の支出について
8,277

北区役所 政策推進課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所窓口案内業務従事者派遣（長期継続）契約にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
254,401

北区役所 政策推進課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 政策推進課事務用　パンフレットスタンド　外１点　購入経費の支出について
308,448

北区役所 政策推進課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（街頭防犯カメラ事業）の支出について（２回目）
3,705,279

都島区役所 総務課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区庁舎設備維持用育苗培土の買入及び同経費の支出について
91,800
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都島区役所 総務課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 都島区役所運営事務用都島区ネットワーク回線使用料の支出について（平成31年１月分）
6,912

都島区役所 総務課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 都島区役所運営事務用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成31年１月分）
4,860

都島区役所 総務課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 都島区役所運営事務用都島区ネットワーク回線使用料の支出について（平成31年１月分）
540

都島区役所 総務課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 「ぶっちゃけ！都島」の開催にかかる会場使用料の支出について
4,000

都島区役所 総務課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 都島区役所運営事務用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成31年１月分）
270

都島区役所 総務課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（１月分）
16,154

都島区役所 総務課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（分館）事務用コピー代の支出について（１月分）
11,932

都島区役所 総務課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー代の支出について（１月分）
18,296

都島区役所 総務課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（１月分）
7,788

都島区役所 総務課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（１月分）
4,129

都島区役所 総務課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成30年度都島区区政会議第2回教育部会にかかる筆耕翻訳経費の支出について
29,160

都島区役所 総務課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 政策企画担当事務用コピー代の支出について（1月分）
1,933

都島区役所 総務課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 選挙事務用トナーカートリッジ外２点の買入及び同経費の支出について
5,616

都島区役所 総務課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区役所庁舎太陽光発電用引込線にかかる電気料金の支出について（２月分）
552

都島区役所 総務課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 保健福祉課（分館）維持管理用光熱水費の支出について（１月分）
246,867

都島区役所 総務課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 保健福祉課（分館）維持管理用光熱水費の支出について（１月分）
14,119

都島区役所 総務課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 都島区役所敷地内チェーンゲート取替工事経費の支出について
136,080

都島区役所 総務課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 都島区役所区庁舎２階排水管修繕経費の支出について
27,000

都島区役所 総務課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市都島センタービルの建物・設備の管理及び保守並びに保安・警備に関する業務委託料の支出について（長期継続　平成３１年１月分）
400,464

都島区役所 総務課 平成31年03月08日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙事務用トナーカートリッジ外２点の買入及び同経費の支出について
11,232

都島区役所 総務課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度都島区広報誌「広報みやこじま」（平成30年5月号～平成31年4月号）（点字版）製作業務委託（概算契約）経費の支出について（2019年3月号分）
38,880

都島区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 政策企画担当事務用ICレコーダー外5点買入にかかる経費の支出について
32,832

都島区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市都島区役所庁舎清掃業務の委託経費の支出について（長期継続）（平成31年２月分）
363,960

都島区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所運営事務用電動シュレッダー-1外3点の買入経費の支出について
40,586

都島区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
432

都島区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
5,400

都島区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
13,302

都島区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 区役所運営事務用電動シュレッダー-1外3点の買入経費の支出について
45,684

都島区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
820

都島区役所 総務課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度都島区広報誌「広報みやこじま」企画編集業務委託経費の支出について（2019年3月号分）
140,400

都島区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成31年１月分各課事務用・研修用市内出張交通費の支出について
30,590

都島区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所運営事務用名刺・カード用紙の買入及び同経費の支出について
5,076

都島区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用機械警備業務委託料の支出について（２月分）
34,560

都島区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区庁舎設備維持及び区民センター管理運営事業用自動体外式除細動器（AED）長期借入費用の支出について（平成３１年２月分）
4,332

都島区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度庁内情報利用パソコン等機器（都島区役所）一式長期借入経費の支出について（平成３０年度　２月分）
136,100

都島区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内リモコンシステムに係る専用ソフトウェア使用料の支出について（平成31年２月分）
1,080

都島区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系利用パソコン等機器（都島区役所）一式長期借入及び同経費の支出について（長期継続　平成３１年２月分）
10,865

都島区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度庁内情報利用パソコン等機器（都島区役所）一式長期借入経費の支出について（平成３０年度２月分）
80,453

都島区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区庁舎設備維持用宿日直用寝具等借入契約にかかる使用料の支出について（２月分）
10,152

都島区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（都島区役所）一式長期借入及び同経費の支出について（平成３０年度　２月分）
304,072

都島区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区庁舎設備維持及び区民センター管理運営事業用自動体外式除細動器（AED）長期借入費用の支出について（平成３１年２月分）
8,664

都島区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 区役所運営事務用紙折り機の買入及び同経費の支出について
244,944

都島区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「ぶっちゃけ！都島」（平成31年1月23日開催）ファシリテーターにかかる謝礼金の支払について
9,920

都島区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区運営事務用書類保管庫-1ほか４点（都島区役所）の買入経費の支出について
288,144

都島区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 都島区役所区庁舎執務室ナンバーキー取付工事経費の支出について
206,496

都島区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策企画事務用郵便料金後納料の支出について（平成31年2月分）
4,780

都島区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策企画事務用郵便料金後納料の支出について（平成31年2月分）
586
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都島区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策企画事務用郵便料金後納料の支出について（平成31年2月分）
3,532

都島区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市都島センタービル清掃業務委託料の支出について（長期継続　平成31年２月分）
71,868

都島区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 区運営事務用書類保管庫-1ほか４点（都島区役所）の買入経費の支出について
411,696

都島区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 配付用「まんが　蕪村さんの都島歴史漫遊記」の編集・印刷経費の支出について
243,000

都島区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報誌（平成30年5月号～平成31年4月号）（都島区役所）概算印刷経費の支出について（2019年3月号分）
610,200

都島区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 都島区役所で使用する電気（高圧）料金の支出について（２月分）
544,803

都島区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（２月分）
3,356

都島区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口案内用タブレット端末にかかる通信料の支出について（平成31年2月分）
3,996

都島区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁内リモコン用タブレット端末にかかる通信料の支出について（平成31年２月分）
4,322

都島区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 障がい者福祉サービス用タブレット端末にかかる通信料の支出について（平成31年２月分）
3,998

都島区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度都島区の広報誌「広報みやこじま」全戸配付業務委託（概算契約）経費の支出について（2019年2月号分）
374,455

都島区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（２月分）
3,936

都島区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（２月分）
3,538

都島区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成30年度第3回都島区区政会議にかかる筆耕翻訳経費の支出について
38,880

都島区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（分館）事務用コピー代の支出について（２月分）
17,404

都島区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（２月分）
5,761

都島区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（２月分）
38,832

都島区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー代の支出について（２月分）
23,955

都島区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（２月分）
13,727

都島区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（２月分）
5,525

都島区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 都島区災害対策用職員住宅にかかる退去費用（引越代）の支出について
63,000

都島区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 リーガルサポーター制度利用にかかる報償金の支出について（住民情報業務に関する労働者派遣にかかる２月22日実施分）
54,000

都島区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 政策企画担当事務用コピー代の支出について（2月分）
3,127

都島区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 保健福祉課（分館）維持管理用光熱水費の支出について（２月分）
24,544

都島区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 保健福祉課（分館）維持管理用光熱水費の支出について（２月分）
235,226

都島区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務用戸籍謄抄本専用電話使用料の支出について（２月分）
3,814

都島区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）担当事務用基本回線使用料の支出について（２月分）
16,202

都島区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 都島区役所運営事務用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成31年２月分）
4,860

都島区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 都島区役所運営事務用都島区ネットワーク回線使用料の支出について（平成31年２月分）
6,912

都島区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政会議等動画配信にかかる通信料の支出について（平成31年2月分）
4,102

都島区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市都島センタービルの建物・設備の管理及び保守並びに保安・警備に関する業務委託料の支出について（長期継続　平成３１年２月分）
400,464

都島区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用都島区役所衛生害虫生息状況調査業務の実施及び同経費の支出について
38,880

都島区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 都島区役所運営事務用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成31年２月分）
270

都島区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 都島区役所運営事務用都島区ネットワーク回線使用料の支出について（平成31年２月分）
540

都島区役所 まちづくり推進課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度大阪市立都島区民センター管理運営業務代行料の支出について（第3四半期分）
6,791,904

都島区役所 まちづくり推進課 平成31年03月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災活動の強化・推進事業用汚物処理袋・凝固剤（100回分）セット（都島区役所）の購入経費の支出について
1,277,100

都島区役所 まちづくり推進課 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業　防球ネット外3点の支出について
87,156

都島区役所 まちづくり推進課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 防犯・交通安全事業用　平成30年度都島区における夜間の青色防犯パトロール業務委託経費の支出について（平成31年1月分）
171,800

都島区役所 まちづくり推進課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 防犯・交通安全事業用　平成30年度都島区における夜間の青色防犯パトロール業務委託経費の支出について（平成30年12月分）
188,980

都島区役所 まちづくり推進課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成31年2月分まちづくり推進課事務用市内出張交通費の支出について
300

都島区役所 まちづくり推進課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
62

都島区役所 まちづくり推進課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
502

都島区役所 まちづくり推進課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,160

都島区役所 まちづくり推進課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成30年度大阪市スポーツ推進委員にかかる報酬の支出について（平成30年10月～平成31年3月分）
120,000

都島区役所 まちづくり推進課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災活動の強化・推進事業用ロール紙外2点の購入経費の支出について
36,342

都島区役所 まちづくり推進課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災活動の強化・推進事業用携帯型デジタル無線機変換プラグ外1点の購入経費の支出について
102,060

都島区役所 まちづくり推進課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災活動の強化・推進事業用アルミケースの購入経費の支出について
68,526
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都島区役所 まちづくり推進課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度都島区民まつり業務委託先選定委員会にかかる謝礼の支出について（平成31年3月5日開催分）
33,420

都島区役所 まちづくり推進課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災活動の強化・推進事業用防災タブレット回線使用料の支出について（2月分）
7,992

都島区役所 まちづくり推進課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災活動の強化・推進事業用ＰＨＳ回線使用料の支出について（2月分）
506

都島区役所 まちづくり推進課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災活動の強化・推進事業用ＰＨＳ回線使用料の支出について（2月分）
10,536

都島区役所 まちづくり推進課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 学校体育施設開放事業におけるスポーツ教室謝礼金の支払いについて（桜宮中：平成31年2月24日実施分）
19,350

都島区役所 まちづくり推進課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 第16回都島区生涯学習フェスティバル手話通訳業務にかかる経費の支出について
3,000

都島区役所 まちづくり推進課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 防犯・交通安全事業用　平成30年度都島区における夜間の青色防犯パトロール業務委託経費の支出について（平成31年2月分）
137,440

都島区役所 まちづくり推進課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度都島区新たな地域コミュニティ支援業務委託先選定委員会にかかる謝礼の支出について（3月5日開催分）
33,000

都島区役所 まちづくり推進課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災活動の強化・推進事業用三角巾外9点の購入及び経費の支出について
166,212

都島区役所 まちづくり推進課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
2,100

都島区役所 まちづくり推進課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
164

都島区役所 まちづくり推進課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災活動の強化・推進事業用衛星携帯電話使用料の支出について（2月分）
16,000

都島区役所 まちづくり推進課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
1,104

都島区役所 まちづくり推進課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
3,956

都島区役所 まちづくり推進課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
1,148

都島区役所 まちづくり推進課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
780

都島区役所 まちづくり推進課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
2,060

都島区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民基本台帳事務用オフィス用チェアー買入経費の支出について
79,488

都島区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険出産育児一時金・葬祭費負担金の支出について（平成31年3月分）
100,000

都島区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担
金

国民健康保険出産育児一時金・葬祭費負担金の支出について（平成31年3月分）
450,000

都島区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 資金前渡　窓口支払用還付資金３月分の支出について（歳出一般）
70,000

都島区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出
退職被保険者等還付
金

償還金、利子及割引料　還付金 資金前渡　窓口支払用還付資金３月分の支出について（歳出退職）
30,000

都島区役所 窓口サービス課 平成31年03月04日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料等の過誤納にかかる還付加算金の支出について（歳出還付加算金３月①）
1,000

都島区役所 窓口サービス課 平成31年03月04日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 資格喪失後受診に伴う保険者間調整による療養費の支出について
225,499

都島区役所 窓口サービス課 平成31年03月04日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の過誤納にかかる還付金の支出について（歳出一般　３月①）
60,540

都島区役所 窓口サービス課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金事務用）ふせん外18点の購入経費の支出について
4,698

都島区役所 窓口サービス課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金事務用）国保端末システムトナー外2点の購入経費の支出について
27,000

都島区役所 窓口サービス課 平成31年03月07日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金事務用）ふせん外18点の購入経費の支出について
2,808

都島区役所 窓口サービス課 平成31年03月07日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金事務用）国保端末システムトナー外2点の購入経費の支出について
171,720

都島区役所 窓口サービス課 平成31年03月07日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金事務用）ふせん外18点の購入経費の支出について
8,381

都島区役所 窓口サービス課 平成31年03月07日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金事務用）ふせん外18点の購入経費の支出について
9,244

都島区役所 窓口サービス課 平成31年03月07日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金事務用）ふせん外18点の購入経費の支出について
1,620

都島区役所 窓口サービス課 平成31年03月07日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金事務用）ふせん外18点の購入経費の支出について
2,538

都島区役所 窓口サービス課 平成31年03月07日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金事務用）ふせん外18点の購入経費の支出について
1,134

都島区役所 窓口サービス課 平成31年03月07日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金事務用）国保端末システムトナー外2点の購入経費の支出について
27,000

都島区役所 窓口サービス課 平成31年03月07日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金事務用）国保端末システムトナー外2点の購入経費の支出について
22,096

都島区役所 窓口サービス課 平成31年03月08日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）市内等出張交通費の支出について（31年1月分）
280

都島区役所 窓口サービス課 平成31年03月08日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）市内等出張交通費の支出について（31年1月分）
640

都島区役所 窓口サービス課 平成31年03月08日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）市内等出張交通費の支出について（31年1月分）
1,200

都島区役所 窓口サービス課 平成31年03月11日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料等の過誤納にかかる還付加算金の支出について（歳出還付加算金３月②）
1,100

都島区役所 窓口サービス課 平成31年03月11日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の過誤納にかかる還付金の支出について（歳出一般　３月②）
18,390

都島区役所 窓口サービス課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民基本台帳事務用つり銭トレー外１４点買入経費の支出について
37,423

都島区役所 窓口サービス課 平成31年03月13日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険の葬祭費負担金の支出について
500,000

都島区役所 窓口サービス課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　印刷製本費 「都島区オリジナル婚姻届」届書印刷経費の支出について
27,000

都島区役所 窓口サービス課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 住民基本台帳事務用インクリボン外２点買入経費の支出について
24,624

都島区役所 窓口サービス課 平成31年03月15日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の過誤納にかかる還付金の支出について（歳出一般　３月③）
57,900

都島区役所 窓口サービス課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料等の過誤納にかかる還付加算金の支出について（歳出還付加算金３月③）
5,600
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都島区役所 窓口サービス課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の過誤納にかかる還付金の支出について（歳出一般　３月⑤）
327,571

都島区役所 窓口サービス課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（２月分）
6,853

都島区役所 窓口サービス課 平成31年03月20日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（２月分）
97,968

都島区役所 窓口サービス課 平成31年03月20日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険管理担当）事務用郵便料金後納料の支出について（２月分）
100,000

都島区役所 窓口サービス課 平成31年03月20日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険管理担当）事務用郵便料金後納料の支出について（２月分）
606,636

都島区役所 窓口サービス課 平成31年03月20日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（２月分）
159,340

都島区役所 窓口サービス課 平成31年03月20日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（２月分）
87,991

都島区役所 窓口サービス課 平成31年03月20日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（２月分）
74,867

都島区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課(住民情報)事務用郵便料金後納料の支出について(２月分)
3,776

都島区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課(住民情報)事務用郵便料金後納料の支出について(２月分)
59,161

都島区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課(住民情報)事務用郵便料金後納料の支出について(２月分)
1,066

都島区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の過誤納にかかる還付金の支出について（歳出一般　３月④）
47,027

都島区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の過誤納にかかる還付金の支出について（歳出一般　３月⑥）
3,602

都島区役所 窓口サービス課 平成31年03月26日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について
328,818

都島区役所 窓口サービス課 平成31年03月26日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険高額療養費の支出について（平成28年7月分）
4,000

都島区役所 窓口サービス課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市都島区役所住民情報業務等に関する労働者派遣業務の支払いについて（２月分）
313,440

都島区役所 窓口サービス課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市都島区役所住民情報業務等に関する労働者派遣業務の支払いについて（２月分）
1,599,115

都島区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）市内等出張交通費の支出について（31年2月分）
620

都島区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用コピー代金の支出について（２月分）
4,525

都島区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用コピー代金の支出について（２月分）
10,981

都島区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）市内等出張交通費の支出について（31年2月分）
300

都島区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）市内等出張交通費の支出について（31年2月分）
300

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 就労自立給付金の支給について
24,964

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立御幸保育所にかかる消耗品費（特別保育用３月分）の支出について
10,000

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立毛馬保育所および御幸保育所にかかる消耗品費（３月分）の支出について
100,000

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）住宅改修費給付事業にかかる支給について（代理受領方式）
178,994

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援担当事務用コピー代金の支出について（１月分）
21,212

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金(１月分）の支出について
39,355

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（治療材料費）の支出について
57,325

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 都島区学力向上支援サポート事業にかかる報償金の支払について（１月分）
175,440

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代１２～２月分）の支出について
295,321

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（長期入院患者診療報酬１２月分）の支出について
30,240

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（治療材料費）の支出について
102,780

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
663,372

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
147,532

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
110,940

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）１２月・１月分
18,410

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙オムツ）の支出について（代理受領方式）１０月・１１月分
24,000

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ・紙オムツ）の支出について（代理受領方式）１２月・１月分
479,405

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代１１月～２月分）の支出について
241,450

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金(平成30年度　教材代）の支出について
52,523

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（福祉用具及び住宅改修）の支出について
14,800

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（住宅改修）の支出について
20,000

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（住宅改修）の支出について
4,800

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書料）の支出について
26,720

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書料）の支出について
20,200

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（長期入院患者診療報酬１月分）の支出について
52,080
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都島区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（長期入院患者診療報酬１月分）の支出について
52,080

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 進学準備給付金の支給について
100,000

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
69,168

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
90,000

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
50,411

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
207,450

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
106,560

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
154,000

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）２月・３月分
24,400

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）１２月・１月分
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）１２月・１月分
390,140

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
60,000

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用自転車外4点の購入経費の支出について
25,164

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用自転車外4点の購入経費の支出について
1,944

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
18,920

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
12,701

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
49,896

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（人工鼻）の支出について（代理受領方式）２月・３月分
8,410

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙オムツ）の支出について（代理受領方式）１２月・１月分
38,686

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）１２月・１月分
111,040

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金(１月分）の支出について
5,960

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
627,194

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）１０月・１１月分
49,508

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
149,950

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（福祉用具）の支出について
3,186

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代１・２月分）の支出について
57,447

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書料）の支出について
4,320

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子育て支援室講演会にかかる講師謝礼の支出について（平成31年2月21日開催）
14,980

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 子育て支援情報マップデータ修正にかかる経費の支出について
27,000

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
48,417

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）２月・３月分
16,680

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（人口鼻）の支出について（代理受領方式）２月・３月分
46,200

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）１２月～３月分
183,600

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）１２月・１月分
121,930

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（住宅改修）の支出について
20,000

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
655,508

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種（ＢＣＧ）事業従事医師にかかる報償金の支出について（２月分）
49,660

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診　報償金（その他）２月分の支出について
32,000

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 スクールソーシャルワーカーによる子ども相談にかかる報償費の支出について（2月分）
281,340

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
108

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
3,700

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
540

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
9,000

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）１月分
4,440

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）２月・３月分
17,800
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都島区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）１２月・１月分
53,400

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
100,000

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）１２月・１月分
169,016

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
49,680

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ・紙オムツ）の支出について（代理受領方式）１２月・１月分
297,072

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,100

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
3,280

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（こども教育）職員用市内出張旅費（12月分）の支出について（追加分）
1,080

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（こども教育）職員用市内出張旅費（11月分）の支出について（追加分）
360

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（こども教育）職員用市内出張旅費（1月分）の支出について（追加分）
1,287

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金(２月分）の支出について
116,701

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（２月分）の支出について
94,936

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 みやっこ子育ておっぱい教室助産師講師料の支出について（２月分）
25,800

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙オムツ）の支出について（代理受領方式）２月・３月分
19,950

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
1,032,246

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 進学準備給付金の支給について
100,000

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診　報償金（医師）２月分の支出について
446,940

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立毛馬保育所および御幸保育所にかかる賄材料費（３月分）の支出について
1,539,300

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども教育）事務用郵便料金後納料の支出について（平成31年2月分）
164

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（平成31年2月分）
174

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（平成31年2月分）
22,038

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（平成31年2月分）
50,442

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（平成31年2月分）
2,772

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
8,489

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
153,214

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
33,745

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（平成31年2月分）
2,528

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（平成31年2月分）
2,184

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（平成31年2月分）
790

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代１・２月分）の支出について
268,340

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（２月分）の支出について
61,800

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（１・２月分）の支出について
20,359

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（治療材料費）の支出について
286,360

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書料）の支出について
44,660

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成３０年度結核コホート検討会参画医師報償金の支出について（第３回開催分）
11,360

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる報償金（２月分）
31,130

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室事業に係る講師料の支出について（2月分）
4,860

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業に係る講師料の支出について（2月分）
10,320

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（平成31年2月分）
15,152

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども教育）事務用郵便料金後納料の支出について（平成31年2月分）
62,013

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（平成31年2月分）
6,292

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（平成31年2月分）
21,140

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども教育）事務用郵便料金後納料の支出について（平成31年2月分）
1,148

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（平成31年2月分）
1,462

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども教育）事務用郵便料金後納料の支出について（平成31年2月分）
2,726

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども教育）事務用郵便料金後納料の支出について（平成31年2月分）
386

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月22日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども教育）事務用郵便料金後納料の支出について（平成31年2月分）
5,872
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都島区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）認定審査会用ペットボトル緑茶外１５点購入経費の支出について
54,724

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）認定審査会用ペットボトル緑茶外１５点購入経費の支出について
18,426

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 保健福祉課（介護保険）認定審査会用ペットボトル緑茶外１５点購入経費の支出について
10,685

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 保健福祉担当（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（平成31年2月分）
1,134

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（こども教育）職員用市内出張旅費（2月分）の支出について
1,490

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
8,000

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（２月分）
246

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
1,269

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉）職員用市内出張旅費（平成31年2月分）の支出について
1,112

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉）職員用市内出張旅費（平成31年2月分）の支出について
600

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙オムツ）の支出について（代理受領方式）８月・９月分
52,748

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙オムツ）の支出について（代理受領方式）１２月・１月分
244,089

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成３１年４月分）
16,000,000

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成３１年４月分）
8,500,000

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成３１年４月分）
200,000

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成３１年４月分）
50,000

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による扶助金（出産扶助費）の支出について（平成３１年３月分）の支出について
16,260

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成３１年４月分）
2,000,000

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（２月分）
164

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（２月分）
1,226

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（２月分）
18,860

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
1,640

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（２月分）
656

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（２月分）
666

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（２月分）
209,584

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（２月分）
3,230

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（２月分）
1,066

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（こども教育）職員用市内出張旅費（2月分）の支出について
470

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
3,003

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（２月分）
28,508

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課介護保険事務用郵便料金後納料の支出について（平成３１年２月分）
84,505

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉）職員用市内出張旅費（平成31年2月分）の支出について
300

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）１２月・１月分
86,868

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援担当生活保護事務用郵便料金後納料の支出について（２月分）
7,466

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援担当生活保護及び生活困窮自立支援事務用郵便料金後納料の支出について（２月分）
315,264

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 平成30年度小学生運動能力向上支援事業にかかる講師謝礼等の支出について（２月実施分）
87,850

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 プレワーキングマザー出産直前講座助産師講師料３月分の支払いについて
15,080

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用コピー代の支出について（2月分）
16,698

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（こども教育）事務用コピー代の支出について（2月分）
14,581

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成30年度民生委員・児童委員費用弁償（第4四半期分）の支出について
1,016,000

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代１２～２月分）の支出について
119,354

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金(２月分）の支出について
25,231

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成30年度民生委員・児童委員費用弁償（第4四半期分）の支出について
973,500

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課介護保険事務用コピー代の支出について（２月分）
3,764

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる報償金（３月分）
31,130

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業にかかる報償金の支払いについて（2月分）
148,365

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 みやっこ子育ておっぱい教室助産師講師料の支出について（３月分）
38,700
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都島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用ラミネートフィルム外13点の購入経費の支出について
9,230

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用ラミネートフィルム外13点の購入経費の支出について
16,627

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用ラミネートフィルム外13点の購入経費の支出について
2,693

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用ラミネートフィルム外13点の購入経費の支出について
5,486

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度「グローバル人材育成事業」業務委託に係る同経費の支出について
1,337,788

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉）職員用市内出張旅費（1月分）の支出について（追加分）
726

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用ラミネートフィルム外13点の購入経費の支出について
12,386

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援担当事務用コピー代金の支出について（２月分）
21,872

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代１・２月分）の支出について
69,633

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費戻入金収入の還付について
43,377

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（移送費）の支出について
375,840

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（移送費）の支出について
39,900

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代２月分）の支出について
62,888

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代（２・３月分）の支出について
157,774

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費戻入金収入の還付について
3,785

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金(３月分）の支出について
77,896

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（３月分）の支出について
7,220

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金(２月分）の支出について
166,035

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（治療材料費）の支出について
304,816

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書料）の支出について
56,530

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(人工妊娠中絶にかかる費用）の支出について
115,940

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（通院移送費）の支出について
1,440

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書料）の支出について
25,570

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書料）の支出について
18,850

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（治療材料費）の支出について
76,321

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
643,570

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 進学準備給付金の支給について
100,000

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 進学準備給付金の支給について
100,000

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 地域健康講座事業用　栄養指導用フードモデル（牛乳）外５点の購入経費の支出について
18,684

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用ラミネートフィルム外13点の購入経費の支出について
711

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用ラミネートフィルム外13点の購入経費の支出について
711

都島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）市内出張交通費等の支出について（平成３１年２月分）
660

福島区役所 企画総務課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平成30年度 特別支援教育・発達障がいボランティア事業にかかる保険料の支払いについて(3月分)
540

福島区役所 企画総務課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平成30年度 特別支援教育・発達障がいボランティア事業にかかる保険料の支払いについて(3月分)
4,000

福島区役所 企画総務課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福島区役所運営事務用 消耗品の購入経費の支出について（自転車）
45,264

福島区役所 企画総務課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成30年度 花とみどりのまちづくり事業にかかる防鳥ネット購入経費の支出について
280,800

福島区役所 企画総務課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成31年2月分2回目 小口支払基金繰入金の支出について
204

福島区役所 企画総務課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成31年2月分2回目 小口支払基金繰入金の支出について
222

福島区役所 企画総務課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成31年2月分2回目 小口支払基金繰入金の支出について
18,600

福島区役所 企画総務課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成31年2月分2回目 小口支払基金繰入金の支出について
750

福島区役所 企画総務課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 福島区広報紙「広報ふくしま」企画編集にかかる委託料の支出について（平成30年5月号～平成31年4月号）３月号
244,620

福島区役所 企画総務課 平成31年03月08日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 需用費　食糧費 平成31年2月分2回目 小口支払基金繰入金の支出について
423

福島区役所 企画総務課 平成31年03月08日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 需用費　消耗品費 平成31年2月分2回目 小口支払基金繰入金の支出について
2,777

福島区役所 企画総務課 平成31年03月08日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 平成31年2月分2回目 小口支払基金繰入金の支出について
2,460

福島区役所 企画総務課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成30年度12・1月分　企画総務課（総務）・昇任選考試験官業務用市内出張交通費の支出について
7,372

福島区役所 企画総務課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 水辺活性化事業（都心で初めての「海の駅」開設）用　簡易トイレ一式　長期借入経費の支出について（平成31年2月分）
51,659

福島区役所 企画総務課 平成31年03月13日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 旅費　普通旅費 平成30年度12・1月分　企画総務課（総務）・昇任選考試験官業務用市内出張交通費の支出について
440
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福島区役所 企画総務課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成30年度 花づくり広場の運営にかかる電気使用料の支出について（2月分）
392

福島区役所 企画総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度(2019年度)福島区小学生学習支援事業にかかる選定委員報酬の支出について
22,040

福島区役所 企画総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用 栄養指導室グリスフィルター清掃・洗浄業務委託経費の支出について
35,640

福島区役所 企画総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 まち魅力推進担当職員市内出張交通費の支出について（平成３１年１月分）
5,910

福島区役所 企画総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成30年度　福島区広報紙「広報ふくしま」印刷業務にかかる印刷製本費の支出について（平成30年5月号～平成31年4月号）３月号
398,142

福島区役所 企画総務課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 災害対策用職員住宅什器（福島区役所）一式長期借入経費の支出について（平成31年2月分）
9,135

福島区役所 企画総務課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成31年3月分1回目 小口支払基金繰入金の支出について
563

福島区役所 企画総務課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成31年3月分1回目 小口支払基金繰入金の支出について
540

福島区役所 企画総務課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成31年2月分　窓口サービス課・企画総務課用後納郵便料金の支出について
4,800

福島区役所 企画総務課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成31年2月分　窓口サービス課・企画総務課用後納郵便料金の支出について
53,558

福島区役所 企画総務課 平成31年03月19日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 需用費　食糧費 平成31年3月分1回目 小口支払基金繰入金の支出について
423

福島区役所 企画総務課 平成31年03月19日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 需用費　消耗品費 平成31年3月分1回目 小口支払基金繰入金の支出について
100

福島区役所 企画総務課 平成31年03月19日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 平成31年3月分1回目 小口支払基金繰入金の支出について
8,200

福島区役所 企画総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「広報ふくしま」企画編集業務委託における公募型企画コンペの審査にかかる報償金の支出について
14,200

福島区役所 企画総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成31年2月分　企画総務課（総務）用市内出張交通費の支出について
3,621

福島区役所 企画総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年2月分　大阪市福島区役所庁舎機械警備業務委託長期継続経費の支出について（平成30年6月契約分）
35,709

福島区役所 企画総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成30年度 企画調整用市内出張交通費の支出について(2月分)
1,920

福島区役所 企画総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まち魅力推進担当業務にかかる通信運搬費の支出について（２月分）
304

福島区役所 企画総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まち魅力推進担当業務にかかる通信運搬費の支出について（２月分）
4,080

福島区役所 企画総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まち魅力推進担当業務にかかる通信運搬費の支出について（２月分）
615

福島区役所 企画総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まち魅力推進担当業務にかかる通信運搬費の支出について（２月分）
560

福島区役所 企画総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まち魅力推進担当業務にかかる通信運搬費の支出について（２月分）
280

福島区役所 企画総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成31年2月分　福島区役所運営事務用＿LGWAN接続系利用パソコン等機器（福島区役所）一式 長期借入経費に係る経費の支出について（平成30年度分）
5,375

福島区役所 企画総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　福島区役所宿日直用寝具一式の借入経費の支出について（平成31年2月分）
9,072

福島区役所 企画総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成31年2月分　福島区役所運営事務用＿庁内情報利用パソコン等機器（福島区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について（平成30年度分）
256,798

福島区役所 企画総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成31年2月分　福島区役所運営事務用＿庁内情報利用パソコン等機器（福島区役所）一式　長期借入経費の支出について（平成30年度分）
106,689

福島区役所 企画総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成31年2月分　福島区役所運営事務用＿庁内情報利用パソコン等機器（福島区役所）（２）　一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成30年度分）
56,405

福島区役所 企画総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度 特別支援教育・発達障がいボランティア事業にかかる報償金の支払いについて(2月分)
253,000

福島区役所 企画総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費
空家等対策事業、市民協働型自転車利用適正化事業、地域住民による安心・安全・快適駅前構築モデル事業にかかる三角カラーコーン外５点の購入経費の支
出について 5,400

福島区役所 企画総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成31年２月分　区役所事業用コピー代金の支出について
104,340

福島区役所 企画総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費
空家等対策事業、市民協働型自転車利用適正化事業、地域住民による安心・安全・快適駅前構築モデル事業にかかる三角カラーコーン外５点の購入経費の支
出について 9,720

福島区役所 企画総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費
空家等対策事業、市民協働型自転車利用適正化事業、地域住民による安心・安全・快適駅前構築モデル事業にかかる三角カラーコーン外５点の購入経費の支
出について 16,200

福島区役所 企画総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福島区役所運営事務用 消耗品の購入にかかる経費の支出について（リサイクルトナー　外2点）
48,168

福島区役所 企画総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 福島区役所下水道使用料（平成31年2月分）における経費の支出について
44,548

福島区役所 企画総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福島区役所運営事務（遠隔手話通訳等）用　ａｕ電話料金の支出について（平成31年２月分）
6,578

福島区役所 企画総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年3月2回目分）
1,905

福島区役所 企画総務課 平成31年03月25日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 報償費　報償金 平成30年度 吹奏楽を通じた音楽文化普及事業にかかる報償金の支払いについて(2月分)
43,980

福島区役所 企画総務課 平成31年03月25日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 報償費　報償金 平成30年度 吹奏楽を通じた音楽文化普及事業にかかる報償金の支払いについて(1月分：2回目)
26,120

福島区役所 企画総務課 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 平成30年度 校長経営戦略支援予算(区担当教育次長執行枠)_福島区小学校放課後校庭等見守りボランティア事業にかかる報償金の支払いについて(2月分)
83,000

福島区役所 企画総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画調整担当業務用　消耗品の購入にかかる経費の支出について【フラットファイル外13点】
20,412

福島区役所 企画総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成31年２月分　児童・高齢者虐待連絡用携帯電話料金の支出について
3,047

福島区役所 企画総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 福島区役所 庁舎電気使用料の支出について（平成31年2月分）
842,695

福島区役所 企画総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成30年度 企画調整関係業務にかかる通信運搬費の支出について（2月分）
750

福島区役所 企画総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成30年度 企画調整関係業務にかかる通信運搬費の支出について（2月分）
648

福島区役所 企画総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度大阪市福島区役所コンプライアンス研修にかかる業務委託経費の支出について
136,080

福島区役所 企画総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年2月分　大阪市福島区役所庁舎清掃業務委託長期継続経費の支出について
505,440

福島区役所 企画総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用 平成30年度 福島区役所 衛生害虫駆除業務委託の経費の支出について
75,600
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福島区役所 企画総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度 福島区役所受水槽・雑排水槽等清掃及び産業廃棄物収集・運搬業務委託の経費の支出について
333,720

福島区役所 企画総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
1,154

福島区役所 企画総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 統一地方選挙事務にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
1,732

福島区役所 企画総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 まち魅力推進担当職員市内出張交通費の支出について（平成３１年２月分）
6,004

福島区役所 企画総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広報・広聴・情報発信の充実事業用クリヤーポケット外８点の購入にかかる経費の支出について
15,444

福島区役所 企画総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 JR海老江・新福島駅構内絵画展示事業にかかる印刷製本費の支出について
187,866

福島区役所 企画総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成31年２月分　区役所事業用電話料金の支出について（市民局証明書発行システム分）
3,814

福島区役所 企画総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 福島区広報紙「広報ふくしま」全戸配布業務にかかる委託料の支出について（平成30年4月号～平成31年3月号）２月号
262,934

福島区役所 企画総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３０年度福島区地域住民による安心・安全・快適駅前構築モデル事業にかかる業務委託料の支出について（2月分）
208,900

福島区役所 企画総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

選挙常時啓発費 需用費　印刷製本費 JR海老江・新福島駅構内絵画展示事業にかかる印刷製本費の支出について
6,426

福島区役所 企画総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 統一地方選挙、福島区役所運営事務及び区政会議の運営にかかる消耗品の購入経費の支出について
14,591

福島区役所 企画総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 統一地方選挙、福島区役所運営事務及び区政会議の運営にかかる消耗品の購入経費の支出について
24,689

福島区役所 企画総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成31年3月分3回目 小口支払基金繰入金の支出について
223

福島区役所 企画総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成31年２月分　区役所事業用電話料金の支出について（専用回線分）
16,202

福島区役所 企画総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 需用費　消耗品費 統一地方選挙、福島区役所運営事務及び区政会議の運営にかかる消耗品の購入経費の支出について
3,920

福島区役所 企画総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 需用費　消耗品費 平成31年3月分3回目 小口支払基金繰入金の支出について
9,655

福島区役所 企画総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 需用費　食糧費 平成31年3月分3回目 小口支払基金繰入金の支出について
4,135

福島区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付支払資金（歳出・一般）平成31年3月分
50,000

福島区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出
退職被保険者等還付
金

償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付支払資金（歳出・退職）平成31年3月分
1,000

福島区役所 窓口サービス課 平成31年03月05日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険
給付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費等(退職)の支出について（１１月分･口座払）
32,900

福島区役所 窓口サービス課 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　印刷製本費 戸籍事務用　婚姻届印刷業務請負契約の実施にかかる印刷製本費の支出について
17,172

福島区役所 窓口サービス課 平成31年03月08日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月分）
1,770

福島区役所 窓口サービス課 平成31年03月08日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費等(一般)の支出について（１月２回目･口座払）
100,922

福島区役所 窓口サービス課 平成31年03月08日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（１月分２回目･口座払）
300,000

福島区役所 窓口サービス課 平成31年03月08日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担
金

国民健康保険出産育児一時金の支出について(１月分･口座払)
42,421

福島区役所 窓口サービス課 平成31年03月13日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料の還付支払資金（歳出・現年還付加算金）平成31年3月分1回目
11,700

福島区役所 窓口サービス課 平成31年03月13日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（滞納繰越・一般）の歳出還付について（平成31年3月1回目）
728,255

福島区役所 窓口サービス課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）における市内出張交通費の支出について（平成31年２月分）
624

福島区役所 窓口サービス課 平成31年03月19日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年3月1回目）
8,200

福島区役所 窓口サービス課 平成31年03月19日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費（窓口支払）の支出について（３月分）
50,000

福島区役所 窓口サービス課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 マイナンバー通知カード・個人番号カードにかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
818

福島区役所 窓口サービス課 平成31年03月20日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費等(一般)の支出について（２月１回目･口座払）
126,986

福島区役所 窓口サービス課 平成31年03月20日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（２月分１回目･口座払）
50,000

福島区役所 窓口サービス課 平成31年03月20日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担
金

国民健康保険出産育児一時金の支出について(２月分１回目･口座払)
840,000

福島区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年3月2回目）
17,366

福島区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（滞納繰越・一般）の歳出還付について（平成31年3月2回目）
40,759

福島区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保険年金 市内出張等交通費の支出について（平成30年12月分）
2,147

福島区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 保険年金 市内出張等交通費の支出について（平成30年12月分）
660

福島区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用後納郵便料金（平成31年2月分）の支出について
2,388

福島区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用後納郵便料金（平成31年2月分）の支出について
29,191

福島区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用後納郵便料金（平成31年2月分）の支出について
26,988

福島区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金 市内出張等交通費の支出について（平成30年12月分）
1,122

福島区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用後納郵便料金（平成31年2月分）の支出について
276,732

福島区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用後納郵便料金（平成31年2月分）の支出について
95,950

福島区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 平成31年2月分　保険年金事業用コピー代金の支出について
9,093

福島区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用後納郵便料金（平成31年2月分）の支出について
35,540

福島区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用後納郵便料金（平成31年2月分）の支出について
17,601
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福島区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 後期高齢事務用受取人払後納郵便料金（平成31年2月分）の支出について
2,231

福島区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 後期高齢事務用受取人払後納郵便料金（平成31年2月分）の支出について
7,857

福島区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用後納郵便料金（平成31年2月分）の支出について
29,858

福島区役所 窓口サービス課 平成31年03月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課保険年金事務用消耗品費（テクノタッチデータ印）の支出について
24,116

福島区役所 窓口サービス課 平成31年03月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課保険年金事務用消耗品費（スティックのり等）の支出について
27,540

福島区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市福島区役所住民情報業務等委託契約にかかる委託料の支出について（平成31年１月分）
807,020

福島区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保険年金 市内出張等交通費の支出について（平成31年1月分）
520

福島区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保険年金 市内出張等交通費の支出について（平成31年2月分）
360

福島区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課事務用　マジックペンほか１２点の購入にかかる消耗品費の支出について
101,747

福島区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市福島区役所住民情報業務等委託契約にかかる委託料の支出について（平成31年１月分）
706,420

福島区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市福島区役所住民情報業務等委託契約にかかる委託料の支出について（平成31年１月分）
4,876,711

福島区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金 市内出張等交通費の支出について（平成31年1月分）
240

福島区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金 市内出張等交通費の支出について（平成31年2月分）
360

福島区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金 市内出張等交通費の支出について（平成31年1月分）
522

福島区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金 市内出張等交通費の支出について（平成31年2月分）
282

福島区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年3月分3回目）
2,471

福島区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料の還付支払資金（歳出・現年還付加算金）平成31年3月分2回目
1,900

福島区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（滞納繰越・一般）の歳出還付について（平成31年3月3回目）
109,599

福島区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金 市内出張等交通費の支出について（平成31年2月分）
282

福島区役所 市民協働課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習推進事業（ルーム事業）にかかる講師謝礼金の支出について（１月分）
12,500

福島区役所 市民協働課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習推進事業にかかる交通費の支出について（１月分）
360

福島区役所 市民協働課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 第18回生涯学習活動発表会にかかる消耗品（教育おりがみ外６点）の購入経費の支出について
6,976

福島区役所 市民協働課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 第18回生涯学習活動発表会にかかる消耗品（水彩毛筆）の購入経費の支出について
8,100

福島区役所 市民協働課 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発推進事業にかかる消耗品（メンテナンスタンク）の購入経費の支出について
6,264

福島区役所 市民協働課 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発推進事業にかかる消耗品（普通紙ロール（厚紙））の購入経費の支出について
7,592

福島区役所 市民協働課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課職員市内出張交通費の支出について（平成３０年１１～１２月分）
8,950

福島区役所 市民協働課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 市民協働課職員市内出張交通費の支出について（平成３０年１１～１２月分）
480

福島区役所 市民協働課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発推進事業にかかる消耗品（封筒）の購入経費の支出について
7,452

福島区役所 市民協働課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 第18回生涯学習活動発表会にかかる消耗品（養生シート）の購入経費の支出について
18,468

福島区役所 市民協働課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発推進事業にかかる消耗品（ポスターパネル）の購入経費の支出について
15,444

福島区役所 市民協働課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月２回目分）
223

福島区役所 市民協働課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月２回目分）
319

福島区役所 市民協働課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月２回目分）
1,918

福島区役所 市民協働課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月２回目分）
644

福島区役所 市民協働課 平成31年03月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課職員市内出張交通費の支出について（平成３１年１月分）
5,110

福島区役所 市民協働課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習推進員事業にかかる交通費の支出について（12月分）
240

福島区役所 市民協働課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成３０年度大阪市スポーツ推進委員にかかる報酬の支出について（１０月～３月分）
115,200

福島区役所 市民協働課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業用　防災対策事業用消耗品（カセットコンロほか２点）にかかる買入経費の支出について
283,186

福島区役所 市民協働課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（３月１回目分）
183

福島区役所 市民協働課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月１回目分）
164

福島区役所 市民協働課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度　大阪市福島区における新たな地域コミュニティ支援事業の実施にかかる経費の支出について（１月分）
1,333,000

福島区役所 市民協働課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金
平成31年度「福島区コミュニティ育成事業」及び「福島区地域住民による安心・安全・快適駅前構築事業」にかかる公募型プロポーザル選定委員への報償金の支
出について 12,760

福島区役所 市民協働課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金
平成31年度「福島区コミュニティ育成事業」及び「福島区地域住民による安心・安全・快適駅前構築事業」にかかる公募型プロポーザル選定委員への報償金の支
出について 15,480

福島区役所 市民協働課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金
平成31年度「福島区コミュニティ育成事業」及び「福島区地域住民による安心・安全・快適駅前構築事業」にかかる公募型プロポーザル選定委員への報償金の支
出について 7,100

福島区役所 市民協働課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金
平成31年度「福島区コミュニティ育成事業」及び「福島区地域住民による安心・安全・快適駅前構築事業」にかかる公募型プロポーザル選定委員への報償金の支
出について 6,200

福島区役所 市民協働課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金
平成31年度「福島区コミュニティ育成事業」及び「福島区地域住民による安心・安全・快適駅前構築事業」にかかる公募型プロポーザル選定委員への報償金の支
出について 12,860

福島区役所 市民協働課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金
平成31年度「福島区コミュニティ育成事業」及び「福島区地域住民による安心・安全・快適駅前構築事業」にかかる公募型プロポーザル選定委員への報償金の支
出について 6,200
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福島区役所 市民協働課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 地域防災対策事業用　３月４日実施「第３回防災ママワークショップ」にかかる講師謝礼金の支出について
19,160

福島区役所 市民協働課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策プロジェクト事業用カメラ外１０点の購入にかかる支出について
187,380

福島区役所 市民協働課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯カメラ設置事業にかかる防犯カメラ（街頭用）の買入経費の支出について
1,868,400

福島区役所 市民協働課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月２回目分）
1,598

福島区役所 市民協働課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（３月２回目分）
319

福島区役所 市民協働課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（市民協働）にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
1,066

福島区役所 市民協働課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（市民協働）にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
382

福島区役所 市民協働課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（市民協働）にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
902

福島区役所 市民協働課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（３月２回目分）
1,200

福島区役所 市民協働課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度大阪市立福島区民センター管理運営業務委託料の支出について（２月分）
2,285,169

福島区役所 市民協働課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 地域防災対策事業にかかる福島区防災イベント開催に伴う業務委託経費の支出について
379,990

福島区役所 市民協働課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（３月２回目分）
5,000

福島区役所 市民協働課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 市民協働課（市民協働）にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
82

福島区役所 市民協働課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習推進事業（ルーム事業）にかかる講師謝礼金の支出について（２月分）
23,000

福島区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課職員市内出張交通費の支出について（平成３１年２月分）
3,860

福島区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発推進事業にかかる消耗品（紙袋）の購入経費の支出について
111,240

福島区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発推進事業にかかる消耗品（スチール引戸書庫ほか１点）の購入経費の支出について
37,476

福島区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分３回目）
319

福島区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（地域活動支援）にかかる料金後納郵便の支出について（２月分）
1,828

福島区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（地域活動支援）にかかる料金後納郵便の支出について（２月分）
2,288

福島区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 市民協働課職員市内出張交通費の支出について（平成３１年２月分）
240

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区庁舎を活用した子育て支援事業にかかる講師謝礼２月分の支出について
44,880

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
567,974

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
243,890

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
236,000

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
200,000

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
218,738

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
199,518

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立海老江保育所消耗品費事業資金（特別保育用）３月分の支出について
10,000

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立野田保育所消耗品費事業資金（通常保育用）３月分の支出について
50,000

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立海老江保育所消耗品費事業資金（通常保育用）３月分の支出について
50,000

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月分 2回目）
7,278

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月分 2回目）
5,474

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月分 2回目）
1,890

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
87,355

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
274,400

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
16,568

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
13,000

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
10,030

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙おむつ代の支出について（２月分）
2,100

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（１月分）
2,700

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙おむつ代の支出について（１月分）
20,500

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月分 2回目）
3,002

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
161,601

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
524,842

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
3,000

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成31年１月分生活保護業務及び生活困窮者自立支援事業にかかる市内出張交通費の支出について
730
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福島区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

旅費　普通旅費 平成31年１月分生活保護業務及び生活困窮者自立支援事業にかかる市内出張交通費の支出について
120

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 平成31年１月分生活保護業務及び生活困窮者自立支援事業にかかる市内出張交通費の支出について
720

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 平成31年１月分生活保護業務及び生活困窮者自立支援事業にかかる市内出張交通費の支出について
360

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 平成31年１月分生活保護業務及び生活困窮者自立支援事業にかかる市内出張交通費の支出について
760

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
5,000

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護葬祭扶助にかかる葬祭費の支出について
199,650

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 介護保険事業用住宅改修理由書作成費の支出について　（計1件）
2,000

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月分 3回目）
7,593

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月分 3回目）
2,972

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月分 3回目）
10,430

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成３１年２月分　健康づくり推進事業用　すこやかキャンペーン講師料の支出について
8,960

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成３１年２月分　健康づくり推進事業用　すこやかキャンペーン講師料の支出について
8,960

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
51,500

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,130

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
13,130

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
12,850

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
10,500

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
13,130

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
15,080

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（１月分）
16,720

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（１月分）
9,072

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（12月分）
4,400

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙おむつ代の支出について（１月分）
9,800

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
2,000

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
2,000

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
3,780

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月分）
200

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
80,800

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
454,783

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
214,598

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
70,635

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
21,366

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見人等報酬助成金の支出について
207,360

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月分）
4,206

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（１月分）
4,000

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
3,000

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
37,308

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉普及啓発事業講師料の支出について
11,180

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月分）
2,243

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月分）
842

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（１２・１月分）
12,915

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護にかかる３月定例払い・随時払い（２回目）保護費の支出について
200,000

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
3,204

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
1,800

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
3,000

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
6,336
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福島区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
284,837

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
60,810

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
387,919

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
49,896

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
231,188

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
19,740

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護扶助費の支出について(総合口座振替）
32,003

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月分4回目）
1,291

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
57,439

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
514,110

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
23,720

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度区役所庁舎を活用した子育て支援事業（フッピィキッズルーム事業）の業務委託契約にかかる委託料の支出について（２月分）
141,000

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
23,286

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
13,000

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
19,730

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
2,000

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
2,000

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
12,471

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員・児童委員費用弁償金（第4四半期）の支出について
732,125

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
30,077

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
27,876

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
16,191

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
58,320

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
73,766

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
81,962

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
57,439

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
27,876

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
57,439

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（２月分）
6,620

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（２月分）
12,193

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
3,000

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 民生委員・児童委員費用弁償金（第4四半期）の支出について
685,875

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
21,880

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる転居移送費の支出について
74,520

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（２月分）
20,500

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
5,970

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
5,970

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護葬祭扶助にかかる葬祭費の支出について
230,170

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉講師料平成31年2月分の支出について
10,380

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成31年２月分生活保護業務、総合的な相談支援体制の充実モデル事業及び生活困窮者自立支援事業にかかる市内出張交通費の支出について
360

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 平成31年２月分生活保護業務、総合的な相談支援体制の充実モデル事業及び生活困窮者自立支援事業にかかる市内出張交通費の支出について
360

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
117,600

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

旅費　普通旅費 平成31年２月分生活保護業務、総合的な相談支援体制の充実モデル事業及び生活困窮者自立支援事業にかかる市内出張交通費の支出について
942

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 平成31年２月分生活保護業務、総合的な相談支援体制の充実モデル事業及び生活困窮者自立支援事業にかかる市内出張交通費の支出について
1,680

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 平成31年２月分生活保護業務、総合的な相談支援体制の充実モデル事業及び生活困窮者自立支援事業にかかる市内出張交通費の支出について
800

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 平成31年２月分生活保護業務にかかる通信運搬費（郵便代）の支出について
66,169
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福島区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 平成31年２月分生活保護業務にかかる通信運搬費（郵便代）の支出について〔受取人払い〕
31,598

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（２月分）
2,700

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（２月分）
4,000

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護にかかる３月定例払い・随時払い（３回目）保護費の支出について
160,000

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
3,000

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
6,497

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護葬祭扶助にかかる葬祭費の支出について
195,912

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成３１年２月分　美ママ講座講師料の支出について
8,600

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 在宅医療・地域連携推進事業及び地域福祉推進事業用リーフレット印刷経費の支出について
24,300

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について（平成31年2月分）
82

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について（平成31年2月分）
9,288

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について（平成31年2月分）
4,608

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について（平成31年2月分）
82

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について（平成31年2月分）
21,681

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について（平成31年2月分）
2,764

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
4,506

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
44,424

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について（平成31年2月分）
82

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護にかかる４月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
2,975,416

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護にかかる４月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
1,324,317

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（２月分）
79,032

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護にかかる４月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
40,290

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護にかかる４月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
40,000

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護にかかる４月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
200,000

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護葬祭扶助にかかる葬祭費の支出について
237,800

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について（平成31年2月分）
2,788

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について（平成31年2月分）
246

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について（平成31年2月分）
80,146

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について（平成31年2月分）
1,136

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について（平成31年2月分）
11,148

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について（平成31年2月分）
1,598

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月25日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について（平成31年2月分）
6,074

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

需用費　印刷製本費 在宅医療・地域連携推進事業及び地域福祉推進事業用リーフレット印刷経費の支出について
24,300

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年3月分）（1回目）
300

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
35,087

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
127,072

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
199,398

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
21,250

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
9,254

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
22,500

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
18,010

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
102,160

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年3月分）（1回目）
738

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年3月分）（1回目）
2,550
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福島区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 平成31年２月分生活保護業務適正化対策事業にかかる通信運搬費（携帯電話代）の支出について
4,212

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業にかかる近接地内出張旅費の支出について（平成30年12月～平成31年2月分）
2,020

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年3月分）（1回目）
4,100

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年3月分）（1回目）
3,240

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年3月分）（1回目）
2,246

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年3月分）（1回目）
426

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年3月分）（1回目）
346

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年3月分）（1回目）
7,998

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 成年後見制度市長審判請求にかかる診断書作成料の支出について
5,400

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年3月分）（1回目）
6,200

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成３１年２月分乳幼児健診等にかかる報償金の支出について
454,110

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（平成31年2月分）
164

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（平成31年2月分）
570

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
288,336

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成31年2月分
1,640

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成31年2月分
5,344

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成30年度結核コホート検討会(第3回）参画医師報償金の支出について
11,360

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（平成31年2月分）
492

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（平成31年2月分）
410

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（平成31年2月分）
82

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成31年3月分ＢＣＧにかかる医師報償金の支出について
24,830

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 地域健康情報発信事業・がん検診啓発事業　がん検診・骨量健診啓発用リーフレット印刷経費の支出について
18,120

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 地域健康情報発信事業・がん検診啓発事業　がん検診・骨量健診啓発用リーフレット印刷経費の支出について
7,800

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（平成31年2月分）
10,230

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（平成31年2月分）
420

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（平成31年2月分）
2,620

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（平成31年2月分）
246

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（平成31年2月分）
11,526

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　受取人　平成31年2月分
11,952

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成31年2月分
38,761

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成31年2月分
3,318

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成31年2月分
2,856

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（平成31年2月分）
1,230

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成31年2月分
164

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区庁舎を活用した子育て支援事業にかかる講師謝礼３月分の支出について
23,820

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉センター事業用等市内出張交通費の支出について（平成31年2月分）
4,580

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 地域福祉業務用備品（キャビネット）購入経費の支出について
201,960

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法及び児童福祉法にかかる高額障がい福祉サービス等給付費等の支出について
16,100

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
5,753

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法及び児童福祉法にかかる高額障がい福祉サービス等給付費等の支出について
16,100

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
13,750

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
16,568

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
71,200

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
83,718

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
48,000

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
29,675

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
15,080
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福島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
80,540

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,000

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
13,000

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
13,664

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
69,000

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
23,900

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
276,004

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
13,750

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護業務にかかる消耗品購入の支出について
8,478

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（２・３月分）
2,891

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる転居移送費の支出について
30,240

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙おむつ代の支出について（２月分）
7,200

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる家財処分料の支出について
57,240

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙おむつ代の支出について（２月分）
15,680

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（２～３月分）
50,583

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
5,970

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
5,400

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護葬祭扶助にかかる葬祭費の支出について
199,476

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所賄材料費（３月分）にかかる支出について
1,528,950

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用コピー代金の支出について（平成31年2月分）
1,067

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用コピー代金の支出について（平成31年2月分）
21,815

福島区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用コピー代金の支出について（平成31年2月分）
10,909

此花区役所 企画総務課 平成31年03月04日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 需用費　消耗品費 ゴム印の購入にかかる経費の支出について
2,268

此花区役所 企画総務課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 （一般管理用）テープのりほか７点の購入にかかる経費の支出について
64,800

此花区役所 企画総務課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度此花区広報紙全戸配布業務委託契約にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
234,786

此花区役所 企画総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度手形用紙のＡ４サイズＪＰＥＧ（ジェイペグ）データ化作業にかかる経費の支出について
232,143

此花区役所 企画総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区役所庁舎レイアウト改善の庁舎図面（CADデータ）等作成にかかる経費の支出について
507,600

此花区役所 企画総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,808

此花区役所 企画総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,760

此花区役所 企画総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成30年度此花区広報紙企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について（平成31年３月号）
135,842

此花区役所 企画総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成30年度此花区広報紙企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について（平成31年３月号）
211,767

此花区役所 企画総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 （区庁舎設備維持用）此花区役所庁舎清掃業務委託にかかる委託料の支出について（平成31年2月分）
412,363

此花区役所 企画総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度此花区広報紙企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について（平成31年３月号）
188,168

此花区役所 企画総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度此花区広報紙企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について（平成31年３月号）
132,300

此花区役所 企画総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用、区役所附設会館管理運営事業用及び此花区安全確保事業用　ＡＥＤ（自動対外式除細動器）長期借入経費の支出について（平成31年2月分）
3,780

此花区役所 企画総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 （一般管理用）平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（此花区役所）一式　長期借入に係る経費の支出について（平成31年2月分）
246,826

此花区役所 企画総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 （一般管理用）ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（此花区役所）一式　長期借入に係る経費の支出について（平成31年2月分）
10,865

此花区役所 企画総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用、区役所附設会館管理運営事業用及び此花区安全確保事業用　ＡＥＤ（自動対外式除細動器）長期借入経費の支出について（平成31年2月分）
4,752

此花区役所 企画総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 （一般管理用）平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器（此花区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
221,196

此花区役所 企画総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用、区役所附設会館管理運営事業用及び此花区安全確保事業用　ＡＥＤ（自動対外式除細動器）長期借入経費の支出について（平成31年2月分）
4,752

此花区役所 企画総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
784

此花区役所 企画総務課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 （ひとり親サポーター事業用）庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（平成31年2月分）
2,028

此花区役所 企画総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 （一般管理用）平成31年2月分　コピー代金の支出について（請求書６通）
119,608

此花区役所 企画総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成30年度未来のこのはなまちづくり事業にかかる消耗品（発泡スチロールボード）の購入に関する経費支出について
189,000

此花区役所 企画総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 事業戦略担当用料金後納郵便料（平成３１年２月）の支出について
7,192

此花区役所 企画総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 事業戦略担当用料金後納郵便料（平成３１年２月）の支出について
3,118

此花区役所 企画総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎設備維持用　ガス料金の支出について（平成31年3月分）
331,473
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此花区役所 企画総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（企画総務課一般管理用）の支出について（平成31年2月分）
4,240

此花区役所 企画総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 （区庁舎設備維持用）此花区役所　産業廃棄物処分業務委託料の支出について（平成31年2月分）
1,620

此花区役所 企画総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 事業戦略担当用タブレット使用料（平成３１年２月分）の支出について
7,780

此花区役所 企画総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（選挙事務用、選挙常時啓発用及び地方選挙用）の支出について（平成31年2月分）
1,202

此花区役所 企画総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（選挙事務用、選挙常時啓発用及び地方選挙用）の支出について（平成31年2月分）
3,034

此花区役所 企画総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（選挙事務用、選挙常時啓発用及び地方選挙用）の支出について（平成31年2月分）
2,780

此花区役所 企画総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 一般管理用　市内出張交通費の支出について（平成31年2月分）
29,095

此花区役所 企画総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 プリンター用トナーカートリッジほか１０点の購入にかかる経費の支出について
72,122

此花区役所 企画総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成30年度　此花おもしろトレイルルート看板用シールの作成について
7,711

此花区役所 企画総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 （区庁舎設備維持用）此花区役所で使用する電気（高圧電力ＡＳ）料金の支出について（平成31年2月分）
562,202

此花区役所 企画総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 映像等による魅力発信事業用　ワイヤレスネットワーク通信料の支出について（平成31年２月分）
4,102

此花区役所 企画総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 需用費　消耗品費 扉格納式書庫ほか２点の購入にかかる経費の支出について
51,710

此花区役所 企画総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 需用費　消耗品費 プリンター用トナーカートリッジほか１０点の購入にかかる経費の支出について
19,656

此花区役所 企画総務課 平成31年03月27日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 （区庁舎設備維持用）此花区役所で使用する電気（高圧電力ＡＳ）料金の支出について（平成31年2月分）
11,192

此花区役所 企画総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成30年度事業大型陶板（此花区役所）製造にかかる出張旅費（事業戦略担当課長・企画総務課担当係長）の支出について
7,800

此花区役所 企画総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分1回目）
11,664

此花区役所 企画総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 【まちの魅力向上事業】ビデオカメラの購入について
39,744

此花区役所 企画総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分1回目）
6,650

此花区役所 企画総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 事業戦略担当用料金後納郵便料（平成31年２月分）【料金受取人払い】の支出について
10,336

此花区役所 企画総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用（住情　市民局証明書発行システム用）　電話料金の支出について　平成31年3月分　払込書１通
3,814

此花区役所 企画総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　電話料金の支出について　平成31年3月分　払込書１通
16,202

此花区役所 企画総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区役所　受水槽清掃及び水質検査業務委託にかかる経費の支出について
61,560

此花区役所 企画総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区役所　受水槽清掃及び水質検査業務委託にかかる経費の支出について
32,400

此花区役所 企画総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分1回目）
738

此花区役所 企画総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分1回目）
9,000

此花区役所 企画総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分1回目）
369

此花区役所 企画総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分1回目）
369

此花区役所 市民協働課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 環境創造プロジェクト（小中学校における環境に関する活動支援事業）にかかる消耗品購入経費の支出について（軽量アルミタープテント）
387,072

此花区役所 市民協働課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム（地域連携支援）事業にかかる講師謝礼金の支出について（２月７日実施分）
5,000

此花区役所 市民協働課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成30年度このはな環境創造プロジェクト事業等にかかる消耗品購入経費の支出について
21,795

此花区役所 市民協働課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成30年度このはな環境創造プロジェクト事業等にかかる消耗品購入経費の支出について
26,805

此花区役所 市民協働課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成30年度このはな環境創造プロジェクト事業等にかかる消耗品購入経費の支出について
46,440

此花区役所 市民協働課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成30年度このはな環境創造プロジェクト事業等にかかる消耗品購入経費の支出について
40,132

此花区役所 市民協働課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 環境創造プロジェクト（小中学校における環境に関する活動支援事業）にかかる消耗品購入経費の支出について（うすいえんどう苗　他１点）
30,780

此花区役所 市民協働課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成30年度このはな環境創造プロジェクト事業等にかかる消耗品購入経費の支出について
23,868

此花区役所 市民協働課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム（地域連携支援）事業にかかる講師謝礼金の支出について（２月２３日実施分）
5,000

此花区役所 市民協働課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成３０年度此花区生涯学習フェスティバルにかかる講師謝礼金の支出について（２月１６日・１７日実施分）
10,000

此花区役所 市民協働課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 環境創造プロジェクト（小中学校園における環境に関する活動支援事業）にかかる消耗品購入経費の支出について（花と野菜の土　他１１点）
97,254

此花区役所 市民協働課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（２月分　決議番号９４～９９分）
13,227

此花区役所 市民協働課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（２月分　決議番号９４～９９分）
7,000

此花区役所 市民協働課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（２月分　決議番号９４～９９分）
140

此花区役所 市民協働課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（２月分　決議番号９４～９９分）
1,804

此花区役所 市民協働課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成30年度大阪市スポーツ推進委員報酬の支出について（10月～3月分）
129,600

此花区役所 市民協働課 平成31年03月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 平成31年度此花区民間事業者を活用した課外学習支援事業にかかる事業周知チラシ作成経費の支出について
30,618

此花区役所 市民協働課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 環境創造プロジェクト（小中学校における環境に関する活動支援事業）にかかる消耗品購入経費の支出について（充電式コードレスクリーナー）
86,832

此花区役所 市民協働課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 此花区安全確保事業にかかる反射掲示板の購入経費の支出について
39,420

此花区役所 市民協働課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業　サポーター報償金の支出について（２月分）
608,000
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此花区役所 市民協働課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 CoCoチャレンジルーム事業　学習指導員の報償金の支出について（２月分）
887,580

此花区役所 市民協働課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成30年度区役所附設会館管理運営経費等にかかる消耗品購入経費の支出について
9,908

此花区役所 市民協働課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成30年度区役所附設会館管理運営経費等にかかる消耗品購入経費の支出について
18,050

此花区役所 市民協働課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成30年度区役所附設会館管理運営経費等にかかる消耗品購入経費の支出について
18,050

此花区役所 市民協働課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成３１年２月分）
246

此花区役所 市民協働課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成３１年２月分）
2,664

此花区役所 市民協働課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成３１年２月分）
656

此花区役所 市民協働課 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成３１年２月分）
328

此花区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム（地域連携支援）事業にかかる講師謝礼金の支出について（３月２日実施分）
5,000

此花区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金
此花区地域支援事業にかかる「平成31年度此花区コミュニティ育成事業」及び「平成31年度地域活性化支援事業」業務委託先選定会議委員報酬の支出につい
て 102,280

此花区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度　PTA・社会教育関係団体対象学習会にかかる報償金の支出について（伝法幼稚園PTA）
6,300

此花区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金及び葬祭費の前渡資金の支出について（平成31年3月分）
50,000

此花区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担
金

国民健康保険にかかる出産育児一時金及び葬祭費の前渡資金の支出について（平成31年3月分）
420,000

此花区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金　３月分支払資金の支出について
40,000

此花区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出
退職被保険者等還付
金

償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金　３月分支払資金の支出について
10,000

此花区役所 窓口サービス課 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市此花区役所住民情報等業務委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成31年1月分）
323,325

此花区役所 窓口サービス課 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市此花区役所住民情報等業務委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成31年1月分）
2,370,114

此花区役所 窓口サービス課 平成31年03月08日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成３１年２月支給決定分　２回目）
141,921

此花区役所 窓口サービス課 平成31年03月12日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担
金

国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について（平成３１年２月処理分２回目）
442,860

此花区役所 窓口サービス課 平成31年03月12日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
3,500

此花区役所 窓口サービス課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用コピー代金（２月分）の支出について
3,961

此花区役所 窓口サービス課 平成31年03月19日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用コピー代金（２月分）の支出について
1,981

此花区役所 窓口サービス課 平成31年03月19日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国民健康保険事業等にかかる市内出張交通旅費の支出について（２月分）
640

此花区役所 窓口サービス課 平成31年03月19日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金事務用コピー代金（２月分）の支出について
3,962

此花区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（２月分）の支出について
634

此花区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（２月分保険担当返信用）の支出について
8,904

此花区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（２月分）の支出について
91,368

此花区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（２月分管理担当返信用）の支出について
20,639

此花区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（２月分保険担当返信用）の支出について
17,286

此花区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（２月分）の支出について
418,034

此花区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成３１年３月支給決定分）
331,784

此花区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（２月分）の支出について
14,000

此花区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（２月分）の支出について
53,569

此花区役所 窓口サービス課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務にかかる料金後納郵便料金（２月分）の支出について
41,408

此花区役所 窓口サービス課 平成31年03月26日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の支出について（平成３１年３月処理分）
550,000

此花区役所 窓口サービス課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 就学通知書等の発送にかかる料金後納郵便料金（２月分）の支出について
2,108

此花区役所 窓口サービス課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 就学通知書等の発送にかかる料金後納郵便料金（２月分）の支出について
1,066

此花区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市此花区役所住民情報等業務委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
323,325

此花区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 （ライフイベント記念事業用）ベビースタイの購入にかかる経費の支出について
190,080

此花区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市此花区役所住民情報等業務委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
2,370,114

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）事務用品購入経費（トナーカートリッジ）の支出について
29,484

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
11,680

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
46,087

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立高見町保育所にかかる消耗品費事業資金の支出について（平成31年3月分）
10,000

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当給付費の支出について
20,000

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立酉島保育所にかかる消耗品費事業資金の支出について（平成31年3月分）
50,000

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立高見町保育所にかかる消耗品費事業資金の支出について（平成31年3月分）
50,000
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此花区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
51,696

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について（６月から１月分）
124,037

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について（１０月から３月分）
971,072

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費の支出について
152,280

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
12,110

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
159,295

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による進学準備金の支出について
300,000

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅維持費の支出について
9,720

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入費の支出について
2,862

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による施設利用料の支出について
15,610

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による診療費（非指定医療機関）の支出について
576,790

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
40,110

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
45,646

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
411,346

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具費の支出について（代理受領方式）
154,000

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 成年後見市長申立にかかる費用の支出について
6,900

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 成年後見市長申立にかかる費用の支出について
4,800

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
28,579

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具費の支出について（代理受領方式）
2,480

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具費の支出について（代理受領方式）
19,600

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 １歳６か月児健診にかかる報償金の支出について（平成３１年２月実施分）
105,620

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）事務用品購入経費（ごみ袋）の支出について
20,174

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
580,601

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
2,651

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による家財処分料の支出について
334,680

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
36,290

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
116,758

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
18,549

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
28,330

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
496,760

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
64,632

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
7,524

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
6,000

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 予防接種にかかる医師報償金の支出について（ＢＣＧ平成３１年２月分）
24,830

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年２月分）
11,120

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分２回目）
500

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年２月分）
19,965

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分２回目）
3,576

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
47,212

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
43,207

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
90,652

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
81,962

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児（通所・入所）給付費の支出について
9,200

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児（通所・入所）給付費の支出について
9,200

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
95,924

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について（１２月から３月分）
834,050
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此花区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用消耗品購入経費（フラットファイル）の支出について
2,585

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
20,100

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
4,314

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
30,850

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による家財処分料の支出について
92,664

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
7,922

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
69,115

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
40,680

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
723,920

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３歳児健診にかかる報償金の支出について（平成３１年２月実施分）
80,790

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦教室事業にかかる報償金（３１年２月実施分）の支出について
31,130

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月15日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子父子福祉資金貸付金の支出について
192,556

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）子育て支援室用品購入（おもちゃレジスター外７点）経費の支出について
10,800

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 保健福祉課(福祉）子育て親子よっといで事業にかかる情報紙の印刷経費の支出について
21,384

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 保健福祉センター事業用経費にかかる公用車の車検整備費の支出について
57,823

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 保健福祉センター事業用経費にかかる公用車の車検整備費の支出について
1,700

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 保健福祉センター事業用経費にかかる公用車の車検整備費の支出について
25,830

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 公課費　公課費 保健福祉センター事業用経費にかかる公用車の車検整備費の支出について
34,200

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について（８月から３月分）
130,576

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）子育て支援室用品購入（おもちゃレジスター外７点）経費の支出について
17,550

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
48,007

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成３１年２月分）
6,720

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
10,995

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
410

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
12,088

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
27,000

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
1,640

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費の支出について
270,000

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
78,061

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による家財処分料の支出について
21,600

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
26,891

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
549,212

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
55,870

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
19,000

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
54,045

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
1,812

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
4,294

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
83,063

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
1,804

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
7,528

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
2,798

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
246

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所にかかる賄材料費の支出について（平成31年3月分）
1,373,900

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉センター事業にかかる市内出張交通費（平成３１年２月分）の支出について
6,825

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（平成３１年２月分）の支出について
1,143

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
33,200

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活保護費４月分（１回目）資金前渡金の支出について
5,300,000
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此花区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活保護費４月分（１回目）資金前渡金の支出について
2,300,000

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活保護費４月分（１回目）資金前渡金の支出について
100,000

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活保護費４月分（１回目）資金前渡金の支出について
800,000

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（平成３１年２月分）の支出について
328

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（平成３１年２月分）の支出について
164

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（平成３１年２月分）の支出について
280

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（平成３１年２月分）の支出について
5,580

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（平成３１年２月分）の支出について
7,717

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（平成３１年２月分）の支出について
246

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（平成３１年２月分）の支出について
13,582

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成３０年１１月～平成３１年２月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
2,121

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）虐待対応用携帯電話の利用料の支出について（平成３１年２月分）
1,270

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 保健福祉センター事業用タブレット端末の利用料金（平成３１年２月分）の支出について
7,780

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成３０年１１月～平成３１年２月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
1,134

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

旅費　普通旅費 平成３０年１１月～平成３１年２月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
1,174

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉普及啓発事業にかかる講師謝礼金の支出について
10,700

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 平成３０年１１月～平成３１年２月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
3,220

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 平成３０年１１月～平成３１年２月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
1,380

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 平成３０年１１月～平成３１年２月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
320

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
648

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
2,230

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員・児童委員費用弁償(第４四半期)の支出について
899,291

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
92

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
49,896

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について（６月から３月分）
381,703

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について（８月から３月分）
176,420

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
2,982

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
2,645

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 民生委員・児童委員費用弁償(第４四半期)の支出について
853,041

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（単価契約）の支出について（平成３１年２月分）
8,378

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
51,626

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
9,298

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
3,056

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
2,948

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
369

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健業務にかかる消耗品（ゴム印外３４点）の購入経費の支出について
92,988

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児（通所・入所）給付費の支出について(平成３０年７月、１０月、１１月分）
5,984

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児（通所・入所）給付費の支出について(平成３０年７月、１０月、１１月分）
4,864

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について（１２月から３月分）
156,384

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具費の支出について（代理受領方式）
159,000

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健業務にかかる消耗品（ゴム印外３４点）の購入経費の支出について
3,240

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健業務にかかる消耗品（ゴム印外３４点）の購入経費の支出について
1,296

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健業務にかかる消耗品（ゴム印外３４点）の購入経費の支出について
7,452

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健業務にかかる消耗品（ゴム印外３４点）の購入経費の支出について
6,976

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健業務にかかる消耗品（ゴム印外３４点）の購入経費の支出について
11,740

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 保健業務にかかる消耗品（ゴム印外３４点）の購入経費の支出について
2,376

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健業務にかかる消耗品（ゴム印外３４点）の購入経費の支出について
47,250
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此花区役所 保健福祉課 平成31年03月28日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子父子福祉資金貸付金の支出について
317,548

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 『このはな地域見守りタイ』事業公募型企画提案選定会議選定委員にかかる報償金の支出について
51,560

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健業務にかかる消耗品（ドライブレコーダー）の購入経費の支出について
45,086

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年３月分）
6,235

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
387

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年３月分）
4,752

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年３月分）
1,800

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
400

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
9,432

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
6,260

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について（１２月から３月分）
196,784

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事業にかかる料金後納郵便料２月分の支出について
221,423

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料・診察料・検査料の支出について
66,690

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年３月分）
1,915

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年３月分）
2,709

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年３月分）
12,396

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３か月児健診にかかる報償金の支出について（平成３１年３月実施分）
24,830

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年３月分）
203

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年３月分）
3,280

此花区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
5,364

中央区役所 総務課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 中央区災害対策用職員住宅什器借入業務にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
21,837

中央区役所 総務課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区役所ガス使用料の支出について（平成３１年２月分）
6,586

中央区役所 総務課 平成31年03月14日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 中央区役所ガス使用料の支出について（平成３１年２月分）
590

中央区役所 総務課 平成31年03月14日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 中央区役所ガス使用料の支出について（平成３１年２月分）
206

中央区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系利用パソコン等機器長期借入経費の支出について（2月分）
8,006

中央区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度　来庁者等サービス向上にかかる研修の経費の支出について
155,520

中央区役所 総務課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）（内訳書決議番号30、31、119、216）
1,749

中央区役所 総務課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）（内訳書決議番号30、31、119、216）
829

中央区役所 総務課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）（内訳書決議番号30、31、119、216）
19,440

中央区役所 総務課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）（内訳書決議番号30、31、119、216）
656

中央区役所 総務課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（２月分）
297,068

中央区役所 総務課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 中央区役所デジタル印刷機借入経費の支出について（２月分）
9,504

中央区役所 総務課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用庁内情報パソコン長期借入経費の支出について（２月分）
7,398

中央区役所 総務課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（２月分）
171,279

中央区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（平成３１年２月分）
37,322

中央区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（平成３１年２月分）
17,918

中央区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（平成３１年２月分）
33,109

中央区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（平成３１年２月分）
68,966

中央区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（平成３１年２月分）
5,636

中央区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（平成３１年２月分）
2,706

中央区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（平成３１年２月分）
947

中央区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（平成３１年２月分）
1,972

中央区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 区制30周年記念事業用「みんなが選んだ中央区の“いいとこ”“好きなとこ”～中央区魅力百選～」印刷経費の支出について
51,840

中央区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 中央区役所区長室・区長応接室室内内装修繕経費の支出について
999,000

中央区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画グループにかかる郵送経費（料金後納郵便）の支出について（平成31年2月分）
1,804

中央区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画グループにかかる郵送経費（料金後納郵便）の支出について（平成31年2月分）
484
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中央区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画グループにかかる郵送経費（料金受取人払郵便）の支出について（平成31年2月分）
23,571

中央区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画グループにかかる郵送経費（料金後納郵便）の支出について（平成31年2月分）
82

中央区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料（常用電話）の支出について（２月分）
90,780

中央区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画グループにかかる郵送経費（料金後納郵便）の支出について（平成31年2月分）
3,000

中央区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料（常用電話）の支出について（２月分）
8,141

中央区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料（常用電話）の支出について（２月分）
2,849

中央区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代金の支出について（２月分）
12,472

中央区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用（総務・住民登録・生活支援・保健担当）コピー代金の支出について（２月分）
51,217

中央区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 中央区広報紙「広報ちゅうおう」企画編集及び印刷業務委託（概算契約）経費の支出について（3月号分）
631,553

中央区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 中央区広報紙「広報ちゅうおう」の全戸配布業務委託（概算契約）経費の支出について（H30.2月号分）
671,222

中央区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用・統一地方選挙用料金後納郵便料金の支出について（【東－差】平成３１年２月分）
996

中央区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用・統一地方選挙用料金後納郵便料金の支出について（【東－差】平成３１年２月分）
3,694

中央区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務用・統一地方選挙用料金後納郵便料金の支出について（【東－差】平成３１年２月分）
4,156

中央区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用料金後納郵便の支出について（２月分）
7,598

中央区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 中央区役所庁舎にかかる清掃業務委託　長期継続（平成２８年３月１日～平成３１年２月２８日）の経費の支出について（平成３１年２月分）
345,600

中央区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度中央区総合庁舎にかかる一般廃棄物搬出処理業務の経費の支出について（平成３１年２月分）
3,108

中央区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 中央区役所ケーブルテレビ使用料の支出について（平成３１年２月分）
720

中央区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎電気使用料の支出について（平成３１年２月分）
1,285,599

中央区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎電気使用料の支出について（平成３１年２月分）
436,793

中央区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料（戸籍広域用）の支出について（２月分）
2,828

中央区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 中長期在留者住居地届出等事務にかかる申請書等発送用後納郵便料金の支出について（２月分）
1,749

中央区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料の支出について（２月分）
335,350

中央区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
75,341

中央区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 統一地方選挙事務用料金後納郵便の支出について（２月分）
970

中央区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 役務費　通信運搬費 統一地方選挙事務用料金後納郵便の支出について（２月分）
485

中央区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 役務費　通信運搬費 統一地方選挙事務用料金後納郵便の支出について（２月分）
485

中央区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎電気使用料の支出について（平成３１年２月分）
115,300

中央区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料の支出について（２月分）
30,076

中央区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎電気使用料の支出について（平成３１年２月分）
40,355

中央区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料の支出について（２月分）
10,526

中央区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区の広報関係事業用カラープリンタトナー外10点買入経費の支出について
226,152

中央区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３０年度中央区役所庁舎にかかる衛生害虫駆除業務の実施並びに同経費の支出について
43,200

中央区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３０年度中央区総合庁舎雑排水槽清掃にかかる産業廃棄物処理業務（概算契約）の経費の支出について（２回目）
7,776

中央区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度区役所庁舎に係る電柱共架料の支出について
11,232

中央区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般　還付加算金）の支出について　２月分３回目
1,300

中央区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険出産育児一時金及び葬祭費の支出について（平成３１年３月分）
100,000

中央区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担
金

国民健康保険出産育児一時金及び葬祭費の支出について（平成３１年３月分）
450,000

中央区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度還付金の支出について（一般・3月）
100,000

中央区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般）の支出について　２月分６回目
50,435

中央区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出
退職被保険者等還付
金

償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度還付金の支出について（マル退・3月分）
3,000

中央区役所 窓口サービス課 平成31年03月05日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般）の支出について　２月分７回目
32,365

中央区役所 窓口サービス課 平成31年03月06日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 保険者間調整に伴う療養費の支出について（第６期・１２・１月申請分）
254,660

中央区役所 窓口サービス課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 住民情報業務等にかかる大阪市中央区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）経費の支出について（１月分）
622,726

中央区役所 窓口サービス課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住民情報業務等にかかる大阪市中央区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）経費の支出について（１月分）
3,340,511

中央区役所 窓口サービス課 平成31年03月07日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般　還付加算金）の支出について　２月分４回目
1,000

中央区役所 窓口サービス課 平成31年03月07日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般）の支出について　２月分８回目
74,002

中央区役所 窓口サービス課 平成31年03月08日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費の支出について（平成３１年２月第６回支給決定分）
55,520
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中央区役所 窓口サービス課 平成31年03月08日
国民健康保険事業会
計

保健事業費
特定健康診査等事業
費

特定健康診査等事業
費

需用費　消耗品費 国民健康保険　特定健康診査実施率向上啓発用　被保険者証ケースの購入経費の支出について
64,800

中央区役所 窓口サービス課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険・国民年金・後期高齢　事務用　事務用品（油性ボールペン替芯黒　外４９点）購入の支出について
75,455

中央区役所 窓口サービス課 平成31年03月12日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険・国民年金・後期高齢　事務用　事務用品（油性ボールペン替芯黒　外４９点）購入の支出について
46,087

中央区役所 窓口サービス課 平成31年03月12日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険・国民年金・後期高齢　事務用　事務用品（油性ボールペン替芯黒　外４９点）購入の支出について
29,700

中央区役所 窓口サービス課 平成31年03月12日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険・国民年金・後期高齢　事務用　事務用品（油性ボールペン替芯黒　外４９点）購入の支出について
16,000

中央区役所 窓口サービス課 平成31年03月12日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険・国民年金・後期高齢　事務用　事務用品（油性ボールペン替芯黒　外４９点）購入の支出について
16,600

中央区役所 窓口サービス課 平成31年03月12日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般）の支出について　３月分１回目
50,435

中央区役所 窓口サービス課 平成31年03月12日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 国民健康保険・国民年金・後期高齢　事務用　事務用品（油性ボールペン替芯黒　外４９点）購入の支出について
985

中央区役所 窓口サービス課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　印刷製本費 オリジナル婚姻届作成にかかる印刷経費の支出について
22,032

中央区役所 窓口サービス課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 オリジナル婚姻届作成にかかる印刷経費の支出について
26,676

中央区役所 窓口サービス課 平成31年03月15日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（平成３１年２月第２回支給決定分）
200,000

中央区役所 窓口サービス課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険・後期高齢　事務用品（ドラム／トナーカートリッジ　外１点）購入の支出について
162,864

中央区役所 窓口サービス課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般）の支出について　３月分２回目
1,745

中央区役所 窓口サービス課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 国民健康保険・後期高齢　事務用品（ドラム／トナーカートリッジ　外１点）購入の支出について
26,784

中央区役所 窓口サービス課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 国民健康保険・後期高齢　事務用品（ドラム／トナーカートリッジ　外１点）購入の支出について
26,244

中央区役所 窓口サービス課 平成31年03月20日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険徴収事務用後納郵便料金の支出について（２月分・南局）
17,424

中央区役所 窓口サービス課 平成31年03月20日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険徴収事務用後納郵便料金の支出について（２月分・南局）
264,516

中央区役所 窓口サービス課 平成31年03月20日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険徴収事務用後納郵便料金の支出について（２月分・東局）
400,513

中央区役所 窓口サービス課 平成31年03月20日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険徴収事務用受取人払郵便料金の支出について（２月分・東局）
54,693

中央区役所 窓口サービス課 平成31年03月20日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費の支出について（平成３１年３月第１回支給決定分）
238,832

中央区役所 窓口サービス課 平成31年03月20日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（平成３１年３月第１回支給決定分）
150,000

中央区役所 窓口サービス課 平成31年03月20日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般）の支出について　３月分３回目
9,155

中央区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 個人番号カード交付事務にかかる交付通知書等発送用料金後納郵便の支出について（平成31年２月分）
5,152

中央区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 就学事務にかかる就学通知書等発送用料金後納郵便の支出について（平成31年２月分）
1,332

中央区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険事務用コピー代金の支出について（２月分）
11,215

中央区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般）の支出について　３月分４回目
50,435

中央区役所 窓口サービス課 平成31年03月26日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般）の支出について　３月分５回目
50,435

中央区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（東局：２月分）
12,306

中央区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険資格・賦課事務用受取人払郵便料金の支出について（２月分）
89,038

中央区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（東局：２月分）
8,816

中央区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（東局：２月分）
7,024

中央区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（東局：２月分）
126,029

中央区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）事務用後納郵便料金の支出について（南局：２月分）
168,959

中央区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般　還付加算金）の支出について　３月分１回目
1,000

中央区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（平成３１年３月第２回支給決定分）
200,000

中央区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担
金

国民健康保険出産一時金の支出について（平成３１年３月第１回支給決定分）
829,442

中央区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（東局：２月分）
46,016

中央区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（東局：２月分）
45,872

中央区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）事務用後納郵便料金の支出について（南局：２月分）
7,659

中央区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（東局：２月分）
41,015

中央区役所 窓口サービス課 平成31年03月28日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般）の支出について　３月分８回目
3,353

中央区役所 窓口サービス課 平成31年03月28日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般）の支出について　３月分６回目
28,991

中央区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費の支出について（平成３１年３月第２回支給決定分）
113,910

中央区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（平成３１年３月第３回支給決定分）
50,000

中央区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般）の支出について　３月分７回目
15,864

中央区役所 市民協働課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ミナミの繁華街を中心とした地域安全対策事業に係る厚紙用紙外４点の購入経費の支出ついて
244,080

中央区役所 市民協働課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度中央区コミュニティ育成事業にかかる事業実施経費の支出について（第３四半期分）
3,962,672
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中央区役所 市民協働課 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 平成30年度校長経営戦略支援予算（区担当教育次長執行枠）における子どもの英語力向上支援事業【中学校】の支出について
41,217

中央区役所 市民協働課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成３０年度　市民協働で環境浄化に取り組む「みんなでクリーン！ゆめちゅうおう」におけるデッキブラシ他１１点の購入経費の支出について
118,412

中央区役所 市民協働課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課おける単価契約に基づく事務用コピー代金の支出について（１月分）
12,097

中央区役所 市民協働課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課おける単価契約に基づく事務用コピー代金の支出について（１月分）
844

中央区役所 市民協働課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課おける単価契約に基づく事務用コピー代金の支出について（１月分）
6,550

中央区役所 市民協働課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成30年度市民協働型自転車利用適正化事業「ＤＯ!プラン」にかかる住宅地図外２点の購入経費の支出について
54,864

中央区役所 市民協働課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 犯罪抑止総合対策における防犯カメラ整備事業に係るプリンター用カートリッジ外４点の購入経費の支出について
166,752

中央区役所 市民協働課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 交通安全運動関係事業に係る交通安全啓発用反射付ナップサック外１点の購入経費の支出について
96,660

中央区役所 市民協働課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 大阪市スポーツ推進委員にかかる報酬の支出について（後期）
115,200

中央区役所 市民協働課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 犯罪抑止総合対策における防犯カメラ整備事業に係る防犯カメラの購入経費の支出について
1,987,200

中央区役所 市民協働課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金
業者選定委員会にかかる外部委員報償金の支払いについて【平成31年度民間事業者を活用した課外学習支援事業(寺子屋ちゅうおう)業務委託】(平成31年1月
28日開催） 18,300

中央区役所 市民協働課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ミナミの繁華街を中心とした地域安全対策事業に係る防犯啓発用トートバッグの購入経費の支出について
366,120

中央区役所 市民協働課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料
平成30年度校長経営戦略支援予算（区担当教育次長執行枠）における子どもの英語力向上支援事業【中学校】の支出について（平成31年1月25日上町中学校受
検分） 166,550

中央区役所 市民協働課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料
平成30年度校長経営戦略支援予算（区担当教育次長執行枠）における子どもの英語力向上支援事業【中学校】の支出について（平成31年1月25日南中学校受検
分） 100,850

中央区役所 市民協働課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成３０年度　発達障がいサポート事業に伴うサポーターに係る報償金の支出について（２月分）幼稚園
43,260

中央区役所 市民協働課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成３０年度　外国籍児童生徒サポート事業に伴うサポーターに係る報償金の支出について（２月分）
123,420

中央区役所 市民協働課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成３０年度　発達障がいサポート事業に伴うサポーターに係る報償金の支出について（２月分）小・中学校
211,920

中央区役所 市民協働課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成30年度市民協働型自転車利用適正化事業「ＤＯ!プラン」にかかる放置自転車啓発活動用メモ帳の作成及び同経費の支出について
251,100

中央区役所 市民協働課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 緑化ボランティア育成支援事業（種から育てる地域の花づくり事業）にかかるたねまき培土外9点の購入経費の支出について
102,448

中央区役所 市民協働課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働グループにかかる料金後納郵便料金の支出について（２月分）
2,542

中央区役所 市民協働課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働グループにかかる料金後納郵便料金の支出について（２月分）
17,844

中央区役所 市民協働課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災関係事業用料金受取人払郵便料金の支出について（２月分）
13,552

中央区役所 市民協働課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災関係事業用料金後納郵便料金の支出について（２月分）
19,902

中央区役所 市民協働課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 ミナミの繁華街を中心とした地域安全対策事業に係る中央区マスコットキャラクター「ゆめまるくん」クリーング業務の経費の支出について
72,000

中央区役所 市民協働課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度中央区放置自転車啓発指導等業務委託実施経費の支出について（２月分）
427,680

中央区役所 市民協働課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課おける単価契約に基づく事務用コピー代金の支出について（２月分）
5,671

中央区役所 市民協働課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課おける単価契約に基づく事務用コピー代金の支出について（２月分）
1,569

中央区役所 市民協働課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課おける単価契約に基づく事務用コピー代金の支出について（２月分）
5,091

中央区役所 市民協働課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民活動支援グループにかかる料金後納郵便料金【東―差】の支出について（２月分）
164

中央区役所 市民協働課 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成30年度　校長経営戦略支援予算「中央区子どもの英語力向上支援事業」業務委託にかかる支出について
665,000

中央区役所 市民協働課 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 市民活動支援グループにかかる料金後納郵便料金【東―差】の支出について（２月分）
82

中央区役所 市民協働課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成３０年度市民協働型自転車利用適正化事業「Do!プラン」自着シール式警告エフの作成経費の支出について
399,600

中央区役所 市民協働課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯関係事業にかかる地域安全防犯業務用携帯電話利用料の支出について（２月分）
1,637

中央区役所 市民協働課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度「中央区の歴史と文化を活かした生涯学習事業」業務委託経費の支出について
2,870,000

中央区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災関係事業に係る備蓄及び啓発用携帯トイレ購入経費の支出について
345,600

中央区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災関係事業にかかる折りたたみヘルメット購入経費の支出について
369,360

中央区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成30年度　校長経営戦略支援予算「中央区子どもの体力向上支援事業」業務委託にかかる支出について
523,152

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
117,988

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（交通費）の支出について
3,790

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
172,800

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
124,200

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
164,050

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
1,509

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
52,150

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助の支出について
12,000

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助の支出について
45,600

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助の支出について
31,917
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中央区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料・検診料）の支出について
43,770

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
240

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
1,440

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（治療材料費）の支出について
24,366

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 ＤＯＴＳ事業（コホート検討）報償金（平成３１年２月分）
22,720

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 平成30年度市立保育所消耗品費（特別保育用）の支出について（３月分）
10,000

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦教室にかかる報償金の支出について（平成31年2月分）
11,160

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 3歳児健診にかかる報償金の支出について（平成31年2月分）
105,620

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成30年度市立保育所消耗品費（通常保育用）の支出について（３月分）
50,000

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
1,340

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
1,280

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
388,776

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
191,784

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
22,680

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
30,900

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
56,400

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
3,402

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
5,596

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
41,633

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
11,263

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
3,196

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助の支出について
4,549

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（装具代）の支出について
12,700

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料）の支出について
14,400

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護費　措置扶助金（進学準備給付金）の支出について
100,000

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度地域福祉見守り活動事業の実施経費の支出について（１月分）
1,392,300

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
10,000

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
25,920

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
124,882

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
80,950

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員による家庭訪問支援事業にかかる活動費の支出について（第３四半期　平成３０年１０月～１２月分）
5,000

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦歯科健診にかかる報償金の支出について（平成31年2月分）
6,300

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
2,300

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
2,300

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
194,400

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
24,000

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
9,837

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
95,546

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
14,085

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
241,695

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
34,864

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
56,780

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
42,400

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
3,088

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料・検診料）の支出について
9,240

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭扶助（葬祭費）の支出について
437,026

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護費　措置扶助金（就労自立給付金）の支出について
28,716
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中央区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 平成30年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（2月分）決議番号36～41
5,500

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
237,518

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成30年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（2月分）決議番号36～41
4,920

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 平成30年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（2月分）決議番号36～41
15,043

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成30年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（2月分）決議番号36～41
5,740

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
76,680

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
179,270

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
30,850

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
109,734

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
17,800

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
48,000

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人葬儀費用にかかる委託経費の支出について
161,429

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業にかかる講師謝礼の支出について（２月分）
9,420

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（装具代）の支出について
41,588

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 母子生活支援施設入所者の面接における出張命令
16,060

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 3ヶ月児健診にかかる報償金の支出について（平成31年2月分）
99,320

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 1歳6ヶ月児健診にかかる報償金の支出について（平成31年2月分）
130,450

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「安心して子どもを産み育てる事ができる街づくり」事業に係る子育てマップの印刷の実施経費の支出について
229,888

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
97,200

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
19,500

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
44,172

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
44,250

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
12,106

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
137,808

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助の支出について
30,533

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助の支出について
42,882

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助の支出について
43,800

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助の支出について
5,100

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助の支出について
4,370

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助の支出について
15,300

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　介護扶助（福祉用具）の支出について
1,927

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料）の支出について
21,370

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
2,000

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料）の支出について
16,220

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
28,000

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭扶助（葬祭費）の支出について
179,670

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 平成30年度市立保育所にかかる給間食費の支出について（３月分）
966,150

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
1,000

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
1,000

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
1,800

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
54,600

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
38,934

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
17,800

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
54,510

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
104

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
7,566

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（断酒会交通費）の支出について
3,800
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中央区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
89,640

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
3,628

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
3,326

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
1,360

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
1,140

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
4,140

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
1,800

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
600

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
1,500

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
600

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
6,127

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
500

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月20日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付事務費

需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
1,000

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
100

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　船車賃借料 中央区保健福祉センター事業用普通自動車長期借入経費の支出について
43,740

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
51,696

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
36,460

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 発達相談及び3歳児2次健診（眼科・耳鼻科）にかかる報償金の支出について（平成31年2月分）
62,760

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業実施用テープのり外２４点の購入経費の支出について
1,531

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業実施用テープのり外２４点の購入経費の支出について
26,879

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第４四半期分）の支払いについて
942,500

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務に係る出張旅費の支出について（１１～２月分）
500

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務に係る出張旅費の支出について（１１～２月分）
2,520

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分・内訳決議番号４１２、４１３）
1,800

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務に係る出張旅費の支出について（１１～２月分）
3,060

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分・内訳決議番号４１２、４１３）
4,100

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分・内訳決議番号４１２、４１３）
13,300

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務に係る出張旅費の支出について（１１～２月分）
1,400

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成３１年４月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払１回目）の支出について
11,500,000

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 平成３１年４月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払１回目）の支出について
8,000,000

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 平成３１年４月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払１回目）の支出について
500,000

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 平成30年度結核医療費公費負担事業（37条）用出張旅費の支出について（2月分）
440

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業実施用テープのり外２４点の購入経費の支出について
13,025

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務に係る出張旅費の支出について（１１～２月分）
327

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第４四半期分）の支払いについて
885,000

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務に係る出張旅費の支出について（１１～２月分）
3,440

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務に係る出張旅費の支出について（１１～２月分）
300

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務に係る出張旅費の支出について（１１～２月分）
460

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分・内訳決議番号４１２、４１３）
4,500

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成30年度各種保健事業実施用市内出張交通費の支出について（2月分）
4,149

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成30年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（2月分）
1,206

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成30年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（2月分）
82

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成30年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（2月分）
246

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種事業にかかる報償金の支出について（平成31年2月分）
49,660

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 平成30年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（2月分）
140

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成30年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（2月分）
328

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成30年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（2月分）
574
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中央区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成30年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（2月分）
8,799

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 平成30年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（2月分）
208,096

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成30年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（2月分）
2,215

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 平成30年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（2月分）
902

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成30年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（2月分）
164

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成30年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（2月分）
21,666

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（家財処分料）の支出について
102,600

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 3歳児健診にかかる報償金の支出について（平成31年3月分）
105,620

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
12,680

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
421,201

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰越金の支出について（2月分　内訳決議番号411）
2,500

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
6,201

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
2,548

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助の支出について
7,456

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助の支出について
17,366

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助の支出について
4,313

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助の支出について
2,990

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
27,000

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成30年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（3月分）決議番号42～46
19,396

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 平成30年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（3月分）決議番号42～46
3,000

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 各種保健事業実施用保健事業案内の作成経費の支出について
11,880

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
522

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成30年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（3月分）決議番号42～46
12,480

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度地域福祉見守り活動事業の実施経費の支出について（２月分）
1,392,300

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
820

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
9,266

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
7,738

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
1,004

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
28,812

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
2,847

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
2,172

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
656

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
287,289

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（妊娠検査料）の支出について
1,550

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（交通費）の支出について
5,800

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
3,160

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
141,530

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
3,598

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
125,332

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
129,600

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
72,220

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（義歯未装着分）の支出について
9,670

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料）の支出について
4,630

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（治療材料費）の支出について
244,130

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
5,910

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料）の支出について
14,970

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
2,000
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中央区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 平成３１年４月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払２回目）の支出について
1,110,000

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭扶助（葬祭費）の支出について
222,610

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業実施用テプラ外35点の購入経費の支出について
5,752

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 平成30年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（3月分）決議番号42～46
5,940

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業実施用テプラ外35点の購入経費の支出について
18,597

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 平成30年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（3月分）決議番号42～46
940

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　損害保険料 平成30年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（3月分）決議番号42～46
600

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
9,522

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・南局分）
15,622

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
38,437

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
676

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
22,198

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
5,614

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
738

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 各種保健事業実施用テプラ外35点の購入経費の支出について
39,280

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月29日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
3,522

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用トナーカートリッジ外１４点の購入経費の支出について
22,438

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用トナーカートリッジ外１４点の購入経費の支出について
89,752

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）コピー代金（２月分）の支出について
1,365

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
33,636

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用受取人払後納郵便料金の支出について（２月分）
11,893

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務用トナーカートリッジ外１４点の購入経費の支出について
20,304

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）コピー代金（２月分）の支出について
683

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
9,144

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 需用費　消耗品費 各種保健事業実施用テプラ外35点の購入経費の支出について
63,806

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
450

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
410

中央区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
1,872

西区役所 総務課 平成31年03月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 障がい者の就業訓練を目的とした西区役所庁舎清掃業務委託（長期継続）の経費の支出について（平成31年１月分）
561,151

西区役所 総務課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成30年度第3回西区区政会議議事録作成業務にかかる経費の支出について
36,720

西区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
11,956

西区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 西区発達障がい等サポート事業にかかる非営利・有償活動団体保険への加入経費の支出について
73,500

西区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
9,504

西区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 広報事業用西区広報紙企画編集業務企画提案審査委員会にかかる委員報償金の支出について
51,420

西区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 広報事業用平成30年度西区広報紙折込広告業務にかかる経費の支出について（平成31年3月号）
259,247

西区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用平成３０年度大阪市西区総合庁舎衛生害虫生息状況調査・駆除業務委託料の支出について
81,000

西区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（平成31年２月分）
836

西区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（平成31年２月分）
2,542

西区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（平成31年２月分）
4,118

西区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 西区生涯学習ルーム事業・地域連携支援講座にかかる講師謝礼金の支出について（２月分）
13,750

西区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報事業用平成30年度西区広報紙印刷業務にかかる経費の支出について（平成31年3月号）
322,768

西区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用平成30年度西区広報紙企画編集業務にかかる経費の支出について（平成31年3月号）
378,000

西区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 PTA・社会教育関係団体対象学習会「ＰＴＡ・はぐくみ合同講座」にかかる講師謝礼金の支出について
11,780

西区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎維持管理用電気料金の支出について（平成31年２月分）
928,174

西区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（平成31年２月分）
5,054

西区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（平成31年２月分）
4,695

西区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（平成31年２月分）
3,639
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西区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（平成31年２月分）
120

西区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（平成31年２月分）
4,324

西区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度西区総合庁舎産業廃棄物搬出処理業務委託(概算契約)にかかる経費の支出について（２月分）
8,620

西区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度西区総合庁舎一般廃棄物収集運搬業務委託(概算契約)にかかる経費の支出について（２月分）
7,645

西区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン用カラープリンタ長期借入の経費の支出について（平成31年２月分）
9,720

西区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度LGWAN接続系利用パソコン等機器（西区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
8,006

西区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 障がい福祉サービス等事業用iOS搭載タブレット端末長期借入にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
11,994

西区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度西区役所庁舎内ケーブルテレビ視聴料の支出について（平成31年２月分）
1,620

西区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度庁内情報利用パソコン等機器（西区）一式長期借入にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
132,640

西区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（西区）一式長期借入にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
256,214

西区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度庁内情報利用パソコン等機器（西区）一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
2,028

西区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 PTA・社会教育関係団体対象学習会「子どもの心を育む大人の役割について」にかかる講師謝礼金の支出について
17,200

西区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各課事務用コピー代の支出について（平成31年２月分）
135,928

西区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 障がい者の就業訓練を目的とした西区役所庁舎清掃業務委託（長期継続）の経費の支出について（平成31年２月分）
434,808

西区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 需用費　消耗品費 平成31年４月７日執行予定統一地方選挙にかかる投票所用養生テープほか14点買入にかかる経費の支出について
204,519

西区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広報事業用及び区政会議用ドラムカートリッジ外10点の買入経費の支出について
24,948

西区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広報事業用及び区政会議用ドラムカートリッジ外10点の買入経費の支出について
1,620

西区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区庁舎設備維持用西区役所１階多目的トイレ等修繕に係る経費の支出について
257,688

西区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各課事務用ひかり電話並びにフレッツ光使用料の支出について（平成31年３月分）
16,202

西区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料の還付加算金の支出について
3,300

西区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付支払資金の支出について（３月分）
80,000

西区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金の支出について
334,742

西区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出
退職被保険者等還付
金

償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付支払資金の支出について（３月分）
20,000

西区役所 窓口サービス課 平成31年03月06日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険事務用保険者間調整に伴う療養費等の支出について（２月決定分）
5,467

西区役所 窓口サービス課 平成31年03月06日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険事務用保険者間調整に伴う療養費等の支出について（２月決定分）
40,031

西区役所 窓口サービス課 平成31年03月08日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金の支出について
82,280

西区役所 窓口サービス課 平成31年03月11日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険保険給付金（葬祭費）の支出について
150,000

西区役所 窓口サービス課 平成31年03月12日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　印刷製本費 戸籍事務用「西区オリジナル婚姻届」届書用紙印刷経費の支出について
14,040

西区役所 窓口サービス課 平成31年03月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 出生記念品用乳幼児ガーゼハンカチ等購入経費の支出について
102,384

西区役所 窓口サービス課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
842

西区役所 窓口サービス課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
12,244

西区役所 窓口サービス課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
20,000

西区役所 窓口サービス課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,100

西区役所 窓口サービス課 平成31年03月15日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
10,886

西区役所 窓口サービス課 平成31年03月15日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分の支出について
267,440

西区役所 窓口サービス課 平成31年03月15日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険保険給付金（葬祭費）の支出について
100,000

西区役所 窓口サービス課 平成31年03月15日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担
金

国民健康保険保険給付金（出産育児一時金）の支出について
310,026

西区役所 窓口サービス課 平成31年03月20日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険保険給付金（葬祭費）の支出について
200,000

西区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分の支出について
97,980

西区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金の支出について
16,812

西区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）平成31年２月分郵送料（発送用）の支出について
28,433

西区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）平成31年２月分郵送料（発送用）の支出について
4,340

西区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）平成31年２月分郵送料（収受用）の支出について
68,940

西区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）平成31年２月分郵送料（発送用）の支出について
156,464

西区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）平成31年２月分郵送料（発送用）の支出について
53,981

西区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）平成31年２月分郵送料（発送用）の支出について
25,728

西区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）平成31年２月分郵送料（発送用）の支出について
68,716
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西区役所 窓口サービス課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 住民登録・戸籍関係事務にかかる後納郵便料金（平成31年2月分）の支出について
2,062

西区役所 窓口サービス課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 特別永住者関係事務にかかる後納郵便料金（平成31年2月分）の支出について
2,250

西区役所 窓口サービス課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民登録・戸籍関係事務にかかる後納郵便料金（平成31年2月分）の支出について
74,311

西区役所 窓口サービス課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業用デジタル複写機コピー料金（平成31年2月分）の支出について
16,151

西区役所 窓口サービス課 平成31年03月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 就学関係事務にかかる後納郵便料金（平成31年2月分）の支出について
3,608

西区役所 窓口サービス課 平成31年03月26日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（管理担当）2月分郵送料（文書収受用）の支出について
116,585

西区役所 窓口サービス課 平成31年03月26日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（管理担当）2月分郵送料（文書発送用）の支出について
689,512

西区役所 窓口サービス課 平成31年03月26日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険保険給付金（葬祭費）一般分の支出について
50,000

西区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担
金

国民健康保険保険給付金（出産育児一時金）の支出について
420,000

西区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市西区役所住民情報業務等委託における業務委託料の支出について（平成31年2月分）
470,930

西区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種事務用市内等出張旅費の支出について（２月分）
2,280

西区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍広域証明書発行用ＦＡＸ回線使用料の支出について（平成31年2月分）【3月請求分】
3,814

西区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西区役所住民情報業務等委託における業務委託料の支出について（平成31年2月分）
3,818,065

西区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分の支出について
26,691

西区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分の支出について
376,168

西区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険保険給付金（葬祭費）の支出について
150,000

西区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険保険給付金（葬祭費）の支出について
100,000

西区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担
金

国民健康保険保険給付金（出産育児一時金）の支出について
404,000

西区役所 地域支援課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
256

西区役所 地域支援課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成30年度大阪市スポーツ推進委員報酬の支払いについて（下半期分）
81,600

西区役所 地域支援課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域支援課事務用後納郵送料の支出について（2月分）
246

西区役所 地域支援課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域支援課事務用後納郵送料の支出について（2月分）
164

西区役所 地域支援課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域支援課事務用後納郵送料の支出について（2月分）
1,030

西区役所 地域支援課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 地域支援課事務用後納郵送料の支出について（2月分）
430

西区役所 地域支援課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策用携帯電話料金の支出について（２月分）
6,485

西区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成３０年度　西区地域自立支援協議会主催の講演会にかかる講師料の支出について
14,560

西区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金（特別保育）の支出について（平成31年3月分）
10,000

西区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金（通常保育）の支出について（平成31年3月分）
100,000

西区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

報償費　報償金 平成30年度　西区在宅医療・介護連携推進会議　多職種「研修会」にかかる講師謝礼金の支出について
18,240

西区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

西区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
28,920

西区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
240,154

西区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
162,000

西区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による進学準備給付金の支出について
100,000

西区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
49,486

西区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
123,182

西区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代の支出について
42,620

西区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助（葬祭券分）の支出について
213,970

西区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ予防接種医師報償金の支出について（２月２２日実施分）
74,490

西区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 需用費　消耗品費 平成30年度　介護予防地域健康情報発信事業用健康情報クリアファイルの買入経費にかかる支出について
48,060

西区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

西区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児（通所）給付費の支給について（平成３１年２月決定分）
60,810

西区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児（通所）給付費の支給について（平成３１年２月決定分）
65,007

西区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による家財処分料の支出について
144,000

西区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代の支出について
25,954

西区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修費、福祉用具購入費）の支出について
26,490

西区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
23,050
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西区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による進学準備給付金の支出について
200,000

西区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

西区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
33,000

西区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
50,513

西区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
60,909

西区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
168,480

西区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
17,309

西区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
17,370

西区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
5,740

西区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 西区子育て支援事業用　子育て支援情報紙「てをつなごう」の作成経費の支出について
35,100

西区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
600

西区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
2,000

西区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
807

西区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
409,917

西区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
363,623

西区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
95,924

西区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
135,000

西区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護業務に係る市内出張交通費の支出について（平成31年2月分）
2,760

西区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（タクシー・電車）の支出について
19,270

西区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
1,785

西区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,467

西区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,350

西区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,836

西区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平成３０年度各種保健事業用白衣等洗濯にかかる経費の支出について（2月分）
3,888

西区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代の支出について
51,060

西区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
51,081

西区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,240

西区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
61,600

西区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度西区役所スクールソーシャルワーカーにかかる報償金の支出について（２月分）
172,560

西区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
81,962

西区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
57,439

西区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業の支出について（代理受領方式）
217,378

西区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業の支出について（代理受領方式）
276,054

西区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業の支出について（代理受領方式）
438,133

西区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業の支出について（代理受領方式）
192,280

西区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護業務に係る市内出張交通費の支出について（平成31年2月分）
360

西区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務に係る後納郵便料金、受取人払郵便料金の支出について（平成31年2月分）
168,405

西区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所賄材料費事業資金の支出について（平成31年3月分）
1,847,850

西区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

西区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
574

西区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
6,560

西区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
2,460

西区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
1,800

西区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
2,214

西区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
1,066

西区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
8,597

西区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業支給金の支出について　平成３０年度　第２号　代理受領方式
270,000
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西区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代の支出について
46,965

西区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
161,516

西区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修費、福祉用具購入費）の支出について
21,025

西区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による進学準備給付金の支出について
100,000

西区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
100,588

西区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
21,714

西区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
20,162

西区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
984

西区役所 保健福祉課 平成31年03月22日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
820

西区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
1,804

西区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
82

西区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
133,793

西区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
173,983

西区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による４月分生活保護費（１回目）の支出について
7,500,000

西区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による妊婦定期健診料の支出について
3,520

西区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による４月分生活保護費（１回目）の支出について
4,500,000

西区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による４月分生活保護費（１回目）の支出について
150,000

西区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
23,560

西区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による長期入院患者に係る診療報酬の支出について（平成３１年２月分）
40,320

西区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による４月分生活保護費（１回目）の支出について
400,000

西区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
82

西区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
222

西区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
984

西区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
6,200

西区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
3,139

西区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
748

西区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
17,956

西区役所 保健福祉課 平成31年03月25日
国民健康保険事業会
計

保健事業費
特定健康診査等事業
費

特定健康診査等事業
費

役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
328

西区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 報償費　報償金 地域健康講座（介護予防）の報償費の支出について
5,300

西区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「訪問型病児保育（共済型）推進事業」平成31年度公募型プロポーザル方式による選定委員会にかかる報償金の支出について
29,920

西区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員・児童委員費用弁償（第４四半期）の支出について
1,034,750

西区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 民生委員・児童委員費用弁償（第４四半期）の支出について
973,500

西区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 マンションコミュニティづくりにおける子育て支援サークル「にっしー広場」の会場使用料の支出について
2,500

西区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
43,207

西区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
12,156

西区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
102,054

西区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
49,896

西区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業の支出について（代理受領方式）
182,400

西区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代の支出について
42,630

西区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
31,200

西区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具購入費）の支出について
4,410

西区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（タクシー・電車）の支出について
19,430

西区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
58,006

西区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,400

西区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助（葬祭券分）の支出について
181,844

西区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域保健）事業用カラーペーパー外55点の買入に係る経費の支出について
15,509

西区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域保健）事業用カラーペーパー外55点の買入に係る経費の支出について
10,865
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西区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域保健）事業用カラーペーパー外55点の買入に係る経費の支出について
6,642

西区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域保健）事業用カラーペーパー外55点の買入に係る経費の支出について
63,066

西区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域保健）事業用カラーペーパー外55点の買入に係る経費の支出について
32,864

西区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業の支出について　（代理受領方式）
415,849

西区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業の支出について（代理受領方式）
338,726

西区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 母子生活支援施設入所者面接のための施設訪問にかかる管外出張経費の支出について
2,964

西区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
172,889

西区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
8,055

西区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
23,146

西区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業の支出について　（代理受領方式）
190,488

西区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業の支出について　（代理受領方式）
155,990

西区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
61,450

西区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
12,000

西区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等にかかる報償金の支出について（平成３１年２月分）
510,070

西区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用デジタル複写機コピー料金の支出について（平成31年２月分）
2,067

西区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務文書発送用後納郵便料（２月分）の支出について
29,302

西区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務料金受取人払後納郵便料（２月分）の支出について
11,757

西区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務文書発送用後納郵便料（２月分）の支出について
7,332

西区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務文書発送用後納郵便料（２月分）の支出について
410

西区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
4,000

西区役所 きずなづくり課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「ものづくり企業活性化事業」用チラシの作成にかかる経費の支出について
14,212

西区役所 きずなづくり課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 きずなづくり課事務用後納郵便料金の支出について（平成31年２月分）
1,020

西区役所 きずなづくり課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 きずなづくり課事務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（平成31年２月分）
45,008

西区役所 きずなづくり課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 きずなづくり課事務用後納郵便料金の支出について（平成31年２月分）
484

港区役所 総務課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各担当事業用　市内出張交通費の支出について（平成31年１月分）
43,367

港区役所 総務課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　段ボール箱外２３点の購入経費の支出について
140,028

港区役所 総務課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　段ボール箱外２３点の購入経費の支出について
144,418

港区役所 総務課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区役所庁舎内事務用ガス料金の支出について（平成31年２月分）
483,549

港区役所 総務課 平成31年03月04日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 区役所庁舎内事務用ガス料金の支出について（平成31年２月分）
59,151

港区役所 総務課 平成31年03月04日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 区役所庁舎内事務用ガス料金の支出について（平成31年２月分）
31,585

港区役所 総務課 平成31年03月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３０年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（弁天小学校区）【２月分】
90,400

港区役所 総務課 平成31年03月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 一般事務事業用　紙折り機の購入経費の支出について
365,040

港区役所 総務課 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 高速プリンター用インクの購入経費の支出について
397,116

港区役所 総務課 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３０年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（三先小学校区）【２月分】
42,916

港区役所 総務課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,559

港区役所 総務課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
7,440

港区役所 総務課 平成31年03月13日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
7,608

港区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　冷温水給水配管修繕経費の支出について
230,904

港区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度港区広報板ポスター掲出等業務委託にかかる支出について（２月分）
48,200

港区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＡＥＤ（自動体外式除細動器）及びＡＥＤ収納ケース　賃借料の支出について（長期借入）平成31年２月分
5,392

港区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＡＥＤ（自動体外式除細動器）及びＡＥＤ収納ケース　賃借料の支出について（長期借入）平成31年２月分
2,692

港区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（港区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成30年度２月分）
324,499

港区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　庁内情報利用パソコン等機器（港区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成30年度２月分）
3,838

港区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３０年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（市岡小学校区）【地活協・２月分】
32,000

港区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度港区広報紙編集等業務にかかる委託料の支出について（平成31年3月号）
430,920

港区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３０年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（築港小学校区）【地活協・２月分】
49,000

港区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３０年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（築港小学校区）【コミ協・２月分】
2,600
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港区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３０年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（波除小学校区）【地活協・２月分】
96,000

港区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３０年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（市岡小学校区）【コミ協・２月分】
1,600

港区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３０年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（田中小学校区）【２月分】
62,366

港区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３０年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（南市岡小学校区）【２月分】
46,350

港区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３０年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（八幡屋小学校区）【２月分】
37,191

港区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３０年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（波除小学校区）【コミ協・２月分】
5,000

港区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系パソコン等機器（港区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
13,495

港区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（港区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成30年度２月分）
151,094

港区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度　庁内情報利用パソコン等機器（港区役所）一式　長期借入経費の支出について（平成31年２月分）
9,860

港区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度　庁内情報利用パソコン等機器（港区役所）一式　長期借入経費の支出について（平成31年２月分）
1,971

港区役所 総務課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用コピー料金の支出について（平成31年２月分）
114,557

港区役所 総務課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度宿直員用寝具の借入経費の支出について（平成31年2月分）
9,936

港区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 区災害対策用職員住宅事務用電話通話料の支出について（平成31年2月分）
2,972

港区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報紙（平成31年3月号）（港区役所）概算印刷にかかる経費の支出について
443,283

港区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所産業廃棄物収集運搬処分業務委託料の支出について（平成31年２月分）
3,045

港区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３０年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（池島小学校区）【３月分】
29,750

港区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（平成31年2月分）
4,103

港区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３０年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（磯路小学校区）【３月分】
45,200

港区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 高速プリンター（港区役所）長期借入経費の支出について（平成31年２月分）
36,504

港区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 区役所産業廃棄物収集運搬処分業務委託料の支出について（平成31年２月分）
372

港区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 区役所一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（平成31年2月分）
501

港区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 環境費 環境費 環境費 委託料　委託料 区役所一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（平成31年2月分）
267

港区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 環境費 環境費 環境費 委託料　委託料 区役所産業廃棄物収集運搬処分業務委託料の支出について（平成31年２月分）
198

港区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「みなトクモン」発掘レクチャーにかかる講師料の支出について（平成３１年１月２２日開催分）
23,260

港区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度 地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる業務委託先選定会議委員に対する謝礼金の支出について
51,720

港区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所庁舎内事務用電話通話料の支出について（平成31年２月分）
222,123

港区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市港区役所フロアマネージャー派遣業務にかかる支出について（２月分）
475,335

港区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市港区役所庁舎清掃業務委託 長期継続にかかる委託料の支出について（平成31年２月分）
363,744

港区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 国道４３号車いす横断支援業務委託の経費の支出について(２月分)
14,040

港区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 みなトクモン紹介リーフレット（平成30年度版）編集業務経費の支出について
105,840

港区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　分担金 （仮称）築港・天保山エリア多言語マップ作成にかかる分担金の支出について
296,000

港区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 区役所庁舎内事務用電話通話料の支出について（平成31年２月分）
29,928

港区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 大阪市港区役所庁舎清掃業務委託 長期継続にかかる委託料の支出について（平成31年２月分）
44,496

港区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 区役所庁舎内事務用電話通話料の支出について（平成31年２月分）
15,981

港区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 環境費 環境費 環境費 委託料　委託料 大阪市港区役所庁舎清掃業務委託 長期継続にかかる委託料の支出について（平成31年２月分）
23,760

港区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
1,004

港区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
2,656

港区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 港区役所管理事業用　フロアマットの購入経費の支出について
48,384

港区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
360

港区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
4,508

港区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　分担金 平成30年度「次世代を担う人材育成支援事業」（企業によるキャリア教育プログラム開発等）の実施にかかる分担金の支出について
1,000,000

港区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区役所庁舎内事務用水道料金の支出について（平成31年２月分）
254,808

港区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 区役所庁舎内事務用水道料金の支出について（平成31年２月分）
31,170

港区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 区役所庁舎内事務用水道料金の支出について（平成31年２月分）
16,644

港区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 空き家片付け読本の印刷業務の経費の支出について
77,760

港区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合政策・政策推進グループ事務用後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
972

港区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合政策・政策推進グループ事務用後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
25,480
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港区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合政策・政策推進グループ事務用後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
1,952

港区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合政策・政策推進グループ事務用後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
12,320

港区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 高速プリンター用インクの購入経費の支出について
397,116

港区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各課事務用公印外１点の購入経費の支出について
88,776

港区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区役所庁舎内事務用電気料金の支出について（平成31年2月分）
741,693

港区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務グループ事務用後納郵便料金の支出について（平成31年２月分）
1,480

港区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３０年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（港晴小学校区）【３月分】
30,900

港区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 港区役所庁舎受水槽・雑用水槽清掃及び水質検査業務経費の支出について
110,033

港区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３０年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（弁天小学校区）【３月分】
90,500

港区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３０年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（田中小学校区）【３月分】
62,374

港区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙常時啓発、経常事務及び統一地方選用後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
2,706

港区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙常時啓発、経常事務及び統一地方選用後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
4,838

港区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 選挙常時啓発、経常事務及び統一地方選用後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
8,230

港区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 区役所庁舎内事務用電気料金の支出について（平成31年2月分）
90,729

港区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 港区役所庁舎受水槽・雑用水槽清掃及び水質検査業務経費の支出について
13,460

港区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 区役所庁舎内事務用電気料金の支出について（平成31年2月分）
48,447

港区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 環境費 環境費 委託料　委託料 港区役所庁舎受水槽・雑用水槽清掃及び水質検査業務経費の支出について
7,187

港区役所 協働まちづくり推進課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 青少年育成推進事業にかかるマグネットシート作成経費の支出について
76,788

港区役所 協働まちづくり推進課 平成31年03月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度学校ボランティア事業（発達障がいサポート）サポーター配置にかかる報償金の支出について（平成31年1月分）
161,322

港区役所 協働まちづくり推進課 平成31年03月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度　学校ボランティア事業(個別に区長が認めるサポ－ト)サポーター配置にかかる報償金の支出について（平成31年１月分）
35,606

港区役所 協働まちづくり推進課 平成31年03月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度不登校児童生徒アウトリーチ型支援事業（別室登校等サポーター）サポーター配置にかかる報償金の支出について（平成31年１月分）
145,540

港区役所 協働まちづくり推進課 平成31年03月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度学校ボランティア事業（別室登校等サポート）サポーター配置にかかる報償金の支出について（平成31年1月分）
46,560

港区役所 協働まちづくり推進課 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度多文化共生スタートアップ事業　多文化エンパワメント教室ボランティア及びコーディネーター配置にかかる報償金の支出について（第二次）
201,540

港区役所 協働まちづくり推進課 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度多文化共生スタートアップ事業　多文化エンパワメント教室ボランティア及びコーディネーター配置にかかる報償金の支出について（第三次）
119,300

港区役所 協働まちづくり推進課 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度多文化共生スタートアップ事業　多文化エンパワメント教室ボランティア配置にかかる報償金の支出について（第一次分）
41,960

港区役所 協働まちづくり推進課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度多文化共生教育スタートアップ事業　多文化共生教育に活用できるデジタルコンテンツ等のリスト作成業務委託にかかる経費支出について
116,640

港区役所 協働まちづくり推進課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 需用費　船車修繕料
市民局から譲渡を受けるガソリン青色防犯パトロール車両の道路運送車両法第62条に規定する継続検査（車検）及び整備並びに必要事務の代行等の経費の支
出について 50,220

港区役所 協働まちづくり推進課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 役務費　損害保険料
市民局から譲渡を受けるガソリン青色防犯パトロール車両の道路運送車両法第62条に規定する継続検査（車検）及び整備並びに必要事務の代行等の経費の支
出について 25,070

港区役所 協働まちづくり推進課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 公課費　公課費
市民局から譲渡を受けるガソリン青色防犯パトロール車両の道路運送車両法第62条に規定する継続検査（車検）及び整備並びに必要事務の代行等の経費の支
出について 5,000

港区役所 協働まちづくり推進課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 青少年育成推進会議事業にかかる飲料の購入経費の支出について（市岡中学校下青少年育成推進委員会２月会議用50名分）
3,888

港区役所 協働まちづくり推進課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料
市民局から譲渡を受けるガソリン青色防犯パトロール車両の道路運送車両法第62条に規定する継続検査（車検）及び整備並びに必要事務の代行等の経費の支
出について 18,444

港区役所 協働まちづくり推進課 平成31年03月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 漂流物（ジェットサーフ）にかかる所有者情報照会手数料の支出について
1,100

港区役所 協働まちづくり推進課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 業務委託先選定会議にかかる選定委員への報償金の支出について（選定委員２）
16,870

港区役所 協働まちづくり推進課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 業務委託先選定会議にかかる選定委員への報償金の支出について（選定委員１）
17,150

港区役所 協働まちづくり推進課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 業務委託先選定会議にかかる選定委員への報償金の支出について（選定委員１）
17,150

港区役所 協働まちづくり推進課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 業務委託先選定会議にかかる選定委員への報償金の支出について（選定委員２）
16,870

港区役所 協働まちづくり推進課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働まちづくり推進課事務用消耗品にかかる購入経費の支出について
163,662

港区役所 協働まちづくり推進課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度　土曜教育相談事業にかかる報償金の支出について（平成31年２月分）
9,640

港区役所 協働まちづくり推進課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度　港区サードプレイス事業（こどもの居場所づくり）にかかる報償金の支出について（平成31年2月23日分）
3,748

港区役所 協働まちづくり推進課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 業務委託先選定会議にかかる選定委員への報償金の支出について（選定委員３）
16,730

港区役所 協働まちづくり推進課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 業務委託先選定会議にかかる選定委員への報償金の支出について（選定委員３）
16,730

港区役所 協働まちづくり推進課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 大阪市スポーツ推進委員報酬（平成30年10月～平成31年3月分）の支出について
105,600

港区役所 協働まちづくり推進課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 人権・家庭教育に関する学習会の講師謝礼支出について（田中小ＰＴＡ、２／９）
10,400

港区役所 協働まちづくり推進課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 地域の強みを活かした教育力向上事業（スケート教室）にかかる講師謝礼の支出について（平成31年２月19日　大阪市立三先小学校実施分）
35,000

港区役所 協働まちづくり推進課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度　港区レインボーカフェ３７１０手話ボランティア謝礼金の支出について（平成31年２月分）
2,874

港区役所 協働まちづくり推進課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区人権啓発推進事業用物品（レインボーカフェ広報用ポケットティッシュ）の購入経費の支出について
34,020

港区役所 協働まちづくり推進課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業にかかる各中学校運営委員会への現物支給物品の購入経費の支出について
24,732
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港区役所 協働まちづくり推進課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金(平成３１年２月分)の支出について
82

港区役所 協働まちづくり推進課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金(平成３１年２月分)の支出について
1,434

港区役所 協働まちづくり推進課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金(平成３１年２月分)の支出について
242

港区役所 協働まちづくり推進課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 地域の強みを活かした教育力向上事業（スケート教室）にかかる大阪プールのリンク代使用料の支出について(平成31年２月19日　大阪市立三先小学校実施分)
20,000

港区役所 協働まちづくり推進課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 青少年育成推進会議事業にかかる旗の作成経費の支出について
229,500

港区役所 協働まちづくり推進課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災活動支援事業にかかるデジタルカメラの購入経費の支出について
21,384

港区役所 協働まちづくり推進課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 交通安全推進事業用消耗品（タオル等啓発物品）の購入経費の支出について
97,100

港区役所 協働まちづくり推進課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 人権啓発推進事業用「2018 第34回みなと人権展」の実施経費の支出について
859,587

港区役所 協働まちづくり推進課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 人権啓発推進事業用「2018 第34回みなと人権展」の実施経費の支出について
859,587

港区役所 協働まちづくり推進課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 人権啓発推進事業用「2018 第34回みなと人権展」の実施経費の支出について
859,587

港区役所 協働まちづくり推進課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 人権啓発推進事業用「2018 第34回みなと人権展」の実施経費の支出について
859,587

港区役所 協働まちづくり推進課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度　啓発指導員による放置自転車対策業務委託経費の支出について（２月分）
47,283

港区役所 協働まちづくり推進課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域防犯啓発事業用　携帯電話料金の支出について（２月分）
5,771

港区役所 協働まちづくり推進課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 港区サードプレイス事業にかかる消耗品の購入経費の支出について
16,891

港区役所 協働まちづくり推進課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成30年度港エンパワメント塾事業　「無料動画授業及び無料教材等リスト」印刷経費の支出について
352,026

港区役所 協働まちづくり推進課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり推進課関係事業にかかる後納郵便料金（平成３１年２月分）の支出について
1,980

港区役所 協働まちづくり推進課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり推進課関係事業にかかる後納郵便料金（平成３１年２月分）の支出について
1,148

港区役所 協働まちづくり推進課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり推進課関係事業にかかる後納郵便料金（平成３１年２月分）の支出について
1,978

港区役所 協働まちづくり推進課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり推進課関係事業にかかる後納郵便料金（平成３１年２月分）の支出について
1,840

港区役所 協働まちづくり推進課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり推進課関係事業にかかる後納郵便料金（平成３１年２月分）の支出について
332

港区役所 協働まちづくり推進課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり推進課関係事業にかかる後納郵便料金（平成３１年２月分）の支出について
280

港区役所 協働まちづくり推進課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり推進課関係事業にかかる後納郵便料金（平成３１年２月分）の支出について
492

港区役所 協働まちづくり推進課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり推進課関係事業にかかる後納郵便料金（平成３１年２月分）の支出について
1,394

港区役所 協働まちづくり推進課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり推進課関係事業にかかる後納郵便料金（平成３１年２月分）の支出について
174

港区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般分）３月分の窓口支払資金の支出について
50,000

港区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出
退職被保険者等還付
金

償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（退職分）３月分の窓口支払資金の支出について
10,000

港区役所 窓口サービス課 平成31年03月05日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 保険者間調整による療養費の支出について（平成３０年８・１０月分：パナソニック健康保険組合）
765,817

港区役所 窓口サービス課 平成31年03月06日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 保険資格喪失後受診に伴う療養費の国保連合会への支出について
794,338

港区役所 窓口サービス課 平成31年03月12日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料過誤納金に係る還付加算金（現年）の支出について
1,100

港区役所 窓口サービス課 平成31年03月12日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金にかかる歳出還付金（一般分）の支出について
73,385

港区役所 窓口サービス課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　印刷製本費 オリジナル婚姻届印刷料金の支出について
30,000

港区役所 窓口サービス課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市港区役所住民情報業務等委託料の支出について（平成３０年１２月分）
271,599

港区役所 窓口サービス課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 オリジナル婚姻届印刷料金の支出について
6,612

港区役所 窓口サービス課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市港区役所住民情報業務等委託料の支出について（平成３０年１２月分）
2,305,257

港区役所 窓口サービス課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料過誤納金に係る還付加算金（現年）の支出について
3,100

港区役所 窓口サービス課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金にかかる歳出還付金（一般分）の支出について
181,026

港区役所 窓口サービス課 平成31年03月20日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料過誤納金に係る還付加算金（現年）の支出について
1,700

港区役所 窓口サービス課 平成31年03月20日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金にかかる歳出還付金（一般分）の支出について
2,160

港区役所 窓口サービス課 平成31年03月26日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成３１年２月審査分国民健康保険にかかる療養費（一般）の支出について
666,089

港区役所 窓口サービス課 平成31年03月26日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険（葬祭費）の支出について（平成３１年２月分）
800,000

港区役所 窓口サービス課 平成31年03月26日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担
金

国民健康保険（出産育児一時金）の支出について（平成３１年２月分）
465,734

港区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市港区役所住民情報業務等委託料の支出について（平成３１年１月分）
271,599

港区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市港区役所住民情報業務等委託料の支出について（平成３１年１月分）
2,305,257

港区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務用後納郵便料の支出について（平成31年2月分）
1,230

港区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務用後納郵便料の支出について（平成31年2月分）
57,492

港区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用消耗品等の購入に伴う支出について
13,014

港区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
9,949
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港区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務用後納郵便料の支出について（平成31年2月分）
164

港区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用消耗品等の購入に伴う支出について
9,806

港区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用消耗品等の購入に伴う支出について
32,886

港区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用消耗品等の購入に伴う支出について
1,000

港区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
57,516

港区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
16,841

港区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（管理グループ）事務用後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
20,072

港区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用消耗品等の購入に伴う支出について
8,004

港区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（管理グループ）事務用後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
328,534

港区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
147,431

港区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用消耗品等の購入に伴う支出について
47,131

港区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
4,984

港区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
43,545

港区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
53,600

港区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について（２件）
245,160

港区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（福祉用具１件）
3,402

港区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（１９件）
72,810

港区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 家庭児童相談事業用消耗品の購入経費の支出について
4,970

港区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 八幡屋保育所にかかる平成３１年3月分消耗品費（特別保育）の支出について
10,000

港区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 公立保育所（２ヶ所）にかかる平成３１年3月分消耗品費（通常保育）の支出について
100,000

港区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　カラーマルチペーパー購入にかかる経費の支出について
46,000

港区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　カラーマルチペーパー購入にかかる経費の支出について
3,000

港区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域ではぐくむ子育て支援事業用消耗品の購入経費の支出について
29,592

港区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　カラーマルチペーパー購入にかかる経費の支出について
49,406

港区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　カラーマルチペーパー購入にかかる経費の支出について
19,000

港区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 各種保健事業用　シュレッダー購入経費の支出について
135,000

港区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 港区障がい者・高齢者権利擁護講演会にかかる講師謝礼金の支出について
4,800

港区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる生活移送費の支出について（１件）
8,200

港区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（６件）
95,740

港区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（１件・その他）
2,310

港区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（９件・タクシー）
58,850

港区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（１件・バス）
1,260

港区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（２件・タクシー）
15,220

港区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（５件・電車）
7,040

港区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種事業　BCG接種医師報償金にかかる支出について（平成31年2月分）
49,660

港区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

報償費　報償金 港区障がい者・高齢者権利擁護講演会にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

港区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

需用費　消耗品費 各種保健事業用　カラーマルチペーパー購入にかかる経費の支出について
9,072

港区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

港区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（１０件）
103,421

港区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（１件）
3,106

港区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（３件）
599,656

港区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 成年後見制度市長審判請求に係る診断書料の支出について
3,000

港区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
11,894

港区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
73,766

港区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
48,007

港区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
46,782

港区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
247,962
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港区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
57,439

港区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
51,696

港区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
81,962

港区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
57,439

港区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
57,439

港区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
51,696

港区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
24,607

港区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
2,311

港区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
57,439

港区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
57,439

港区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
33,483

港区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
8,490

港区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
42,580

港区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
22,880

港区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
35,600

港区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
5,640

港区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
90,000

港区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
22,880

港区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
61,300

港区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
214,500

港区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
22,680

港区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
45,792

港区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
37,530

港区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
264,872

港区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
38,660

港区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
231,308

港区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
8,875

港区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉事務用消耗品（受付印外１２点）の購入経費の支出について
11,120

港区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　図書購入費 乳幼児発達相談事業用　絵本の購入経費の支出について
13,188

港区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる家財処分料の支出について（１件）
79,488

港区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（９件）
128,461

港区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる生活移送費の支出について（１件）
4,920

港区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（２件・バス）
760

港区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（８件・タクシー）
47,300

港区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（８件）
33,710

港区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（３件・電車）
7,400

港区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（１件）
218,290

港区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室事業にかかる２月分講師料の支出について
10,440

港区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 需用費　消耗品費 地域健康講座用　物干し購入経費の支出について
18,144

港区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる長期入院患者診療報酬の支出について（１件）
6,560

港区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療治療材料費等の支出について（１１件）
422,921

港区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（１件）
216,200

港区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成金の支出について
240,000

港区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
86,810

港区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
5,600

港区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
16,978

港区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
198,000
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港区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
19,714

港区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

港区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
30,930

港区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
15,200

港区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度心身障がい者住宅改修費の支出について
250,000

港区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 DOTS事業　第3回コホート検討会参画医師報償金にかかる支出について
11,360

港区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月分）
1,498

港区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 要保護児童対策地域協議会事業用消耗品(クリアホルダー外5点)の購入経費の支出について
12,160

港区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月分）
15,151

港区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月分）
1,296

港区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年２月分・食糧費５人分含む）
108

港区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年２月分・食糧費５人分含む）
117

港区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年２月分）
3,950

港区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年２月分）
3,400

港区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
73,766

港区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
69,334

港区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
18,688

港区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,411

港区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
35,050

港区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
250,840

港区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
356,740

港区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（１０件）
142,015

港区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月分）
1,026

港区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月分）
5,793

港区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月分）
359

港区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月分）（うち食糧費24人分を含む）
108

港区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月分）（うち食糧費24人分を含む）
362

港区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

港区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

港区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

港区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 なにわっ子すくすくスタート事業　港区子育て支援情報マップの印刷経費支出について
68,299

港区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について（１件）
53,780

港区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について（２件）
171,720

港区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる家財処分料の支出について（２件）
315,360

港区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（１０件・電車）
16,450

港区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（１２件・タクシー）
61,400

港区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（１件・その他）
600

港区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（１件・タクシー）
3,600

港区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（４件・バス）
4,880

港区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（７件）
23,520

港区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（３件）
707,606

港区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（１件）
213,970

港区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 報償費　報償金 平成30年度　健康づくり展げる講座情報交換会（2月21日実施分）にかかる講師報償金の支出について
9,060

港区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務にかかる市内出張交通費（平成31年2月分）の支出について
1,250

港区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護担当事務用消耗品（色画用紙等合計13点）に関する購入経費の支出について
51,840

港区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年２月分）
4,200

港区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護担当事務用消耗品（色画用紙等合計13点）に関する購入経費の支出について
65,664
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港区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護担当事務用消耗品（色画用紙等合計13点）に関する購入経費の支出について
20,520

港区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護担当事務用消耗品（色画用紙等合計13点）に関する購入経費の支出について
1,468

港区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

報償費　報償金 在宅医療・介護連携推進事業　港区在宅医療・介護連携推進講演会にかかる講師謝礼の支出について
7,460

港区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
48,007

港区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
21,600

港区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
70,680

港区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
31,880

港区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,130

港区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
184,012

港区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
52,350

港区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
35,404

港区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（１２件・タクシー）
118,630

港区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（８件・電車）
22,076

港区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 公立保育所（２ヶ所）にかかる平成３１年3月分賄材料費の支出について
1,448,650

港区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護認定審査会事務にかかるコピー料金の支出について（平成３１年２月分）
2,172

港区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成31年2月分）
460

港区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成31年2月分）
320

港区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成31年2月分）
360

港区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成31年2月分）
4,300

港区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成31年2月分）
2,900

港区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（１２件）
135,461

港区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（平成３１年４月分）
16,000,000

港区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（平成３１年４月分）
8,500,000

港区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（平成３１年４月分）
200,000

港区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について（１７件）
771,874

港区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について（１件）
107,400

港区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（住宅改修１件）
10,226

港区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（福祉用具１件）
10,000

港区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（福祉用具１件）
2,916

港区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（１２件）
59,930

港区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（平成３１年４月分）
300,000

港区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（平成３１年４月分）
2,000,000

港区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査事業　乳幼児健診等にかかる報償金の支出について（平成31年2月分）
329,960

港区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について（２件）
280,800

港区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（３件）
61,500

港区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる家財処分料の支出について（１件）
303,480

港区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法にかかる住宅維持費の支出について（１件）
119,880

港区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療治療材料費等の支出について（１４件）
479,714

港区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（１件・その他）
2,310

港区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（１件・タクシー）
10,080

港区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（２件・タクシー）
20,490

港区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法にかかる就労自立給付金の支出について（１件）
26,062

港区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健衛生及び地域保健活動担当業務用市内出張旅費の支出について（平成31年2月分）
1,200

港区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
233,651

港区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
54,370

港区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
76,587

港区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
3,780



平成30年度（平成31年３月）　公金支出情報

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

港区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
49,896

港区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
96,080

港区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
88,800

港区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
37,530

港区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
13,300

港区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健衛生及び地域保健活動担当業務用市内出張旅費の支出について（平成31年2月分）
760

港区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健衛生及び地域保健活動担当業務用市内出張旅費の支出について（平成31年2月分）
700

港区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

旅費　普通旅費 保健衛生及び地域保健活動担当業務用市内出張旅費の支出について（平成31年2月分）
210

港区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
19,926

港区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
456,142

港区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
101,866

港区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
161,352

港区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
57,064

港区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
36,000

港区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
30,230

港区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,000

港区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,374

港区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　手数料 生活保護法第２９条照会の回答書作成にかかる手数料の支出について
32

港区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（１４件）
162,290

港区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（２件）
3,000

港区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（福祉用具２件）
54,756

港区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（住宅改修１件）
1,900

港区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる施設入所サービス・短期入所サービス料の支出について（２件）
49,560

港区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（３件）
8,540

港区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（２件）
413,712

港区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 港区福祉事務所運営費にかかる市内出張交通費（2月分）の支出について
2,470

港区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 要保護児童対策にかかる市内出張交通費（2月分）の支出について
1,374

港区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域健康講座用　リングファイル外２２点の購入経費の支出について
17,351

港区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健衛生事務用後納郵便料の支出について（平成31年2月分）
878

港区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健衛生事務用後納郵便料の支出について（平成31年2月分）
82

港区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成30年度　港区民生委員・児童委員費用弁償の支出について（第４四半期分）
1,097,250

港区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 成年後見市長申立事務に係る市内出張交通費（1月分）の支出について
1,100

港区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 療育手帳交付事務に係る市内出張交通費（2月分）の支出について
640

港区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 総合支援事務に係る市内出張交通費（2月分）の支出について
290

港区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障がい者虐待防止にかかる市内出張交通費（2月分）の支出について
920

港区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用２月分後納郵便料金の支出について
828

港区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用２月分後納郵便料金の支出について
123,491

港区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用２月分後納郵便料金の支出について
13,824

港区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費等給付費の支出について（３月支払分）
20,875

港区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費等給付費の支出について（３月支払分）
22,150

港区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成金の支出について
110,000

港区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 老人保護措置業務にかかる市内出張交通費（2月分）の支出について
2,080

港区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用２月分後納郵便料金の支出について
2,880

港区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護担当事務用後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
361,415

港区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療治療材料費等の支出について（７件）
133,029

港区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（１件）
3,000

港区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（１件・タクシー）
8,670
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港区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（２件・電車）
2,840

港区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療治療材料費等の支出について（２件）
41,200

港区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健衛生事務用後納郵便料の支出について（平成31年2月分）
82

港区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健衛生事務用後納郵便料の支出について（平成31年2月分）
164

港区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健衛生事務用後納郵便料の支出について（平成31年2月分）
82

港区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種事業　BCG接種医師報償金にかかる支出について（平成31年3月分）
49,660

港区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健衛生事務用後納郵便料の支出について（平成31年2月分）
16,643

港区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健衛生事務用後納郵便料の支出について（平成31年2月分）
1,886

港区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等にかかる市内出張交通費（2月分）の支出について
2,000

港区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 福祉事務用２月分後納郵便料金の支出について
2,050

港区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健衛生事務用後納郵便料の支出について（平成31年2月分）
5,088

港区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成30年度　港区民生委員・児童委員費用弁償の支出について（第４四半期分）
1,047,250

港区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健衛生事務用後納郵便料の支出について（平成31年2月分）
468

港区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 福祉事務用２月分後納郵便料金の支出について
44,971

港区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 母子生活支援施設入所にかかる市内出張交通費（2月分）の支出について
1,368

港区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 要保護児童対策調整機関担当者研修にかかる市内出張交通費（1月分）の支出について
687

港区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健衛生事務用後納郵便料の支出について（平成31年2月分）
9,470

港区役所 保健福祉課 平成31年03月29日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付事務費

役務費　通信運搬費 福祉事務用２月分後納郵便料金の支出について
1,384

港区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 高齢者虐待防止にかかる市内出張交通費（2月分）の支出について
840

港区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
60,421

港区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 需用費　消耗品費 地域健康講座用　リングファイル外２２点の購入経費の支出について
71,101

港区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

旅費　普通旅費 包括的支援事業等関連事業にかかる市内出張交通費（2月分）の支出について
360

港区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成金の支出について
81,000

大正区役所 総務課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課における市内出張交通費の支出について（平成３０年１１月分）
18,572

大正区役所 総務課 平成31年03月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区役所　総合案内業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（1月分）
605,313

大正区役所 総務課 平成31年03月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度　大正区役所庁舎内衛生害虫生息状況調査及び駆除業務委託にかかる経費の支出について
58,590

大正区役所 総務課 平成31年03月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度　大正区役所庁舎内衛生害虫生息状況調査及び駆除業務委託にかかる経費の支出について
8,370

大正区役所 総務課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課における市内出張交通費の支出について（平成３０年１２月分）
15,188

大正区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広聴事業用消耗品（デジタルカメラ、ＳＤＨＣカード）の購入経費の支出について
27,648

大正区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 大正区役所事務用デジタル印刷機修繕及び劣化部品等交換作業にかかる経費の支出について（その２）
23,760

大正区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度大正区広報紙「こんにちは大正」企画編集業務委託の経費の支出について(３月号)
340,200

大正区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 事務用椅子ほか３点（大正区役所）買入にかかる経費の支出について
497,934

大正区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,875

大正区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎設備維持費等用ガス使用料の支出について（２月分）
37,649

大正区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎設備維持費等用ガス使用料の支出について（２月分）
344,625

大正区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,476

大正区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 統一地方選挙事務にかかる小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,230

大正区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市大正区役所庁舎清掃業務委託　長期継続（その２）にかかる経費の支出について（２月分）
317,585

大正区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市大正区役所庁舎清掃業務委託　長期継続（その２）にかかる経費の支出について（２月分）
103,615

大正区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　大正区役所ケーブルテレビ視聴にかかる経費の支出について（２月分）
4,790

大正区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 選挙事務用投票記載台の購入にかかる経費の支出について
216,000

大正区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 大正区役所西側非常階段　防鳥用網戸修繕業務にかかる経費の支出について
155,520

大正区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区広報紙「こんにちは大正」（平成30年４月号～平成31年３月号）全戸配布業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について(２月号)
250,677

大正区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
738

大正区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
3,690

大正区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
4,812

大正区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用電気使用料の支出について（２月分）
80,492



平成30年度（平成31年３月）　公金支出情報

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

大正区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用電気使用料の支出について（２月分）
631,825

大正区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大正区役所事務用Wi-Fiルーターの通信契約にかかる経費の支出について（２月使用分）
784

大正区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用水道使用料の支出について（２月分）
918

大正区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用水道使用料の支出について（２月分）
56,912

大正区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用水道使用料の支出について（２月分）
118,698

大正区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用水道使用料の支出について（２月分）
594

大正区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　大正区役所足拭き玄関マット賃貸借にかかる経費の支出について（2月分）
2,484

大正区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便料金の支出について(２月分)
82

大正区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便料金の支出について(２月分)
1,645

大正区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区役所　総合案内業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（2月分）
605,313

大正区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度　大正区役所受水槽清掃・水質検査業務委託にかかる経費の支出について
75,600

大正区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 需用費　消耗品費 統一地方選挙事務用コピー代の支出について（２月分）
5,084

大正区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度大正区役所広報紙「こんにちは大正」企画・編集業務委託事業者選定会議委員への報償金の支出について（平成31年２月28日開催分）
34,660

大正区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用コピー代の支出について（２月分）
84,684

大正区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 庁舎管理用Ａ重油の購入にかかる経費の支出について
52,164

大正区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報紙「こんにちは大正」（平成30年５月号～平成31年４月号）（大正区役所）概算印刷にかかる経費の支出について(３月号)
375,710

大正区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課政策プロモーショングループ(広報事業、ものづくり事業及び区政会議運営事業)後納郵便料金の支出について(平成３１年２月分)
570

大正区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課政策プロモーショングループ(広報事業、ものづくり事業及び区政会議運営事業)後納郵便料金の支出について(平成３１年２月分)
11,495

大正区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課政策プロモーショングループ(広報事業、ものづくり事業及び区政会議運営事業)後納郵便料金の支出について(平成３１年２月分)
410

大正区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（大正区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について(平成３１年２月分)
217,233

大正区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系利用パソコン等機器（大正区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について(平成３１年２月分)
10,865

大正区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　庁内情報利用パソコン等機器（大正区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について(平成３１年２月分)
198,434

大正区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁用情報利用パソコン等機器（大正区役所）　一式　長期借入にかかる経費の支出について(平成３１年２月分)
24,027

大正区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（大正区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について(平成３１年２月分)
5,949

大正区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁用情報利用パソコン等機器（大正区役所）　一式　長期借入にかかる経費の支出について(平成３１年２月分)
2,002

大正区役所 地域課 平成31年03月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 音楽振興事業（T-1ライブグランプリ）用盾の購入にかかる経費の支出について
13,500

大正区役所 地域課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域課担当業務用市内出張交通費（１月分）の支出について
360

大正区役所 地域課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域課担当業務用市内出張交通費（１月分）の支出について
12,091

大正区役所 地域課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度大阪市大正区における新たな地域コミュニティ事業業務委託事業者選定委員への報償金の支出について
53,600

大正区役所 地域課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業用（地域自主防災訓練支援）災害時トイレ用テント外４点の購入にかかる経費の支出について
186,840

大正区役所 地域課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入の支出について（２月分）
1,040

大正区役所 地域課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成30年度大阪市スポーツ推進委員報酬の支出について（下半期分）
149,600

大正区役所 地域課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 センニチコウ種子ほか１６点の購入にかかる経費の支出について（種から育てる花づくり事業用）
280,800

大正区役所 地域課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 会議用テーブル購入にかかる経費の支出について（区役所附設会館管理運営業務用）
297,600

大正区役所 地域課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯対策用携帯電話代の支出について（２月分）
9,397

大正区役所 地域課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度　啓発指導員（サイクルサポーター）による放置自転車対策業務委託にかかる経費の支出について（2月分）
210,600

大正区役所 地域課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域課事務用、地域防災対策事業用、地域防犯・安全対策事業用消耗品購入経費の支出について（ふせんほか37点）
33,847

大正区役所 地域課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域課事務用、地域防災対策事業用、地域防犯・安全対策事業用消耗品購入経費の支出について（ふせんほか37点）
154,440

大正区役所 地域課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域課事務用、地域防災対策事業用、地域防犯・安全対策事業用消耗品購入経費の支出について（ふせんほか37点）
186,473

大正区役所 地域課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（２月分）の支出について（地域防災対策事業外６事業）
984

大正区役所 地域課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（２月分）の支出について（地域防災対策事業外６事業）
82

大正区役所 地域課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（２月分）の支出について（地域防災対策事業外６事業）
2,791

大正区役所 地域課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（２月分）の支出について（地域防災対策事業外６事業）
582

大正区役所 地域課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（２月分）の支出について（地域防災対策事業外６事業）
1,290

大正区役所 地域課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（２月分）の支出について（地域防災対策事業外６事業）
1,603

大正区役所 地域課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（２月分）の支出について（地域防災対策事業外６事業）
5,740

大正区役所 地域課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ブラインド外1点の買入れにかかる経費の支出について（区役所附設会館管理運営業務用）
87,480
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大正区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（歳出一般）還付支払資金の支出について（３月分）
40,000

大正区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出
退職被保険者等還付
金

償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（歳出退職）還付支払資金の支出について（３月分）
10,000

大正区役所 窓口サービス課 平成31年03月08日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（歳出一般）還付金の支出について
1,156

大正区役所 窓口サービス課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 徴収事務用等切手の購入にかかる経費の支出について
10,200

大正区役所 窓口サービス課 平成31年03月11日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 徴収事務用等切手の購入にかかる経費の支出について
14,100

大正区役所 窓口サービス課 平成31年03月11日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 徴収事務用等切手の購入にかかる経費の支出について
39,200

大正区役所 窓口サービス課 平成31年03月14日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（歳出一般）還付金の支出について
20,587

大正区役所 窓口サービス課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年２月分）
4,100

大正区役所 窓口サービス課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　印刷製本費 「大正区オリジナル婚姻届」届出書作成にかかる経費の支出について
17,010

大正区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）における後納郵便料の支出について（２月分）
492

大正区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市大正区役所住民情報業務等委託契約にかかる経費の支出について(平成31年2月分)
351,768

大正区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）における後納郵便料の支出について（２月分）
42,286

大正区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市大正区役所住民情報業務等委託契約にかかる経費の支出について(平成31年2月分)
2,341,912

大正区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用コピー代金の支出について（平成３１年２月分）
12,369

大正区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便の支出について（平成３１年２月分）
2,514

大正区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金関係業務にかかる市内出張交通費の支出について（平成３１年２月分）
117

大正区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便の支出について（平成３１年２月分）
2,084

大正区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便の支出について（平成３１年２月分）
32,874

大正区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便の支出について（平成３１年２月分）
9,082

大正区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便の支出について（平成３１年２月分）
322,822

大正区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便の支出について（平成３１年２月分）
104,070

大正区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成３１年３月分　国民健康保険療養費の支出について
484,900

大正区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成３１年３月分　国民健康保険葬祭費の支出について
650,000

大正区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担
金

平成３１年３月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
122,710

大正区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便の支出について（平成３１年２月分）
18,815

大正区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便の支出について（平成３１年２月分）
67,891

大正区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便の支出について（平成３１年２月分）
64,576

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-150
75,000

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-157
48,007

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立大正保育所に対する消耗品費事業資金(特別保育用)の支出について(３月分)
10,000

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立大浪保育所、市立大正保育所に対する消耗品費事業資金(通常保育用)の支出について(３月分)
100,000

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
10,550

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-133
147,532

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）23-23
166,317

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-154
81,962

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
62,311

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
67,220

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
288,360

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
66,414

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教材代、給食費）の支出について
32,823

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
886,922

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成30年度　家族教室（２月13日）の開催にかかる経費の支出について
9,580

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-229
24,000

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-656
17,800

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-71　外1件
36,034

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-152
123,970

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-150
56,400
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大正区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-637　外1件
35,320

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-697　外14件
272,626

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について13-40　外1件
47,980

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
7,255

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
50,517

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
78,580

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
113,100

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
25,560

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等市内出張交通費の支出について（平成３１年１月分）
320

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等市内出張交通費の支出について（平成３１年１月分）
4,054

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-163
23,717

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-160
30,000

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-161
65,277

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
66,960

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分料）の支出について
215,676

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
5,490

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
25,609

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業等市内出張交通費の支出について（平成３１年１月分）
340

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

旅費　普通旅費 各種保健事業等市内出張交通費の支出について（平成３１年１月分）
360

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 大正区発達障がいサポーター報償金の支出について（１２月分）
91,488

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
152,095

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による措置扶助金（進学準備給付金）の支出について
100,000

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用消耗品（ふせん　外18点）の購入にかかる経費の支出について
32,103

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 平成３０年度介護認定審査会（大正区合議体）の開催に伴う経費の支出について（第４四半期分）
9,642

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課生活支援業務に係る市内出張旅費の支出について（１月分）
554

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 保健福祉センター事業用車両の定期点検整備業務にかかる経費の支出について
12,798

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

旅費　普通旅費 保健福祉課生活支援業務に係る市内出張旅費の支出について（１月分）
639

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 保健福祉課生活支援業務に係る市内出張旅費の支出について（１月分）
558

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 保健福祉課生活支援業務に係る市内出張旅費の支出について（１月分）
380

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉（介護保険）関係業務にかかる市内出張交通費の支出について（１月分）
1,340

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
4,060

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
23,360

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
120,961

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成３１年２月実施分　歯科健康相談事業にかかる報償金の支出について
31,130

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉（介護保険）関係業務にかかる市内出張交通費の支出について（１月分）
640

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉（介護保険）関係業務にかかる市内出張交通費の支出について（１月分）
240

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-156
81,962

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（学習支援費）の支出について
2,580

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
26,300

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-104　外4件
98,150

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-193
46,200

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-583　外3件
71,625

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-625　外1件
35,600

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-1112
17,050

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-246　外1件
35,600

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-137
12,600

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
87,460
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大正区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
114,262

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
64,220

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年２月分）
4,000

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年２月分）
3,564

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
99,590

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
42,925

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
76,472

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
102,649

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
20,710

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）の支出について
52,378

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
49,850

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
21,599

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
689,952

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年２月分）
820

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年２月分）
1,230

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年２月分）
1,230

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年２月分）
2,460

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年２月分）
4,100

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
480

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
22,590

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
80,784

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
29,773

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
55,340

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

報償費　報償金 平成30年度　大正区障がい者・高齢者虐待防止連絡会（高齢者虐待防止研修会）にかかる講師謝礼の支出について（平成３１年２月１８日開催分）
11,460

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 高齢者福祉事業における成年後見等市長審判請求にかかる費用（診断書料）の支出について
5,000

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-159
57,439

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-836　外3件
55,724

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-547
17,280

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-204　外1件
45,900

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
146,848

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
93,403

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教材代、給食費）の支出について
602,397

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
27,680

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-135
194,676

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32-164
110,826

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-118
22,362

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
756

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成３１年１月～２月実施分「子育てママの元気アップ教室～親子にこにこ歯磨き講座～」にかかる報償金の支出について
8,170

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成３１年２月実施分　母子保健関係事業にかかる報償金の支出について
312,570

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立大浪保育所、市立大正保育所に対する賄材料費の支出について（３月分）
1,262,650

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-158
57,439

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
32,420

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成３０年度第３回コホート検討会参画医師にかかる報償金の支出について
8,480

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等市内出張交通費の支出について（平成３１年２月分）
4,114

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-152
328,671

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
54,000

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（４月１回目）
8,000,000
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大正区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（４月１回目）
5,000,000

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（４月１回目）
300,000

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（４月１回目）
1,900,000

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業等市内出張交通費の支出について（平成３１年２月分）
440

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成３１年２月実施分　ＢＣＧ予防接種事業にかかる報償金の支出について
49,660

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
61,887

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
574

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
574

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-166
41,407

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）23-21
628,632

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-170
47,273

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）33-27
16,977

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-223
72,300

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-607　外2件
36,193

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-854　外4件
76,640

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
4,246

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
164

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
102,500

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
28,011

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
81,022

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
6,873

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教材代、給食費）の支出について
352,094

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（その他）の支出について
4,460

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
23,260

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
29,840

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（訪問看護）の支出について
12,000

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
22,720

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による措置扶助金（進学準備給付金）の支出について
100,000

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（２月分）
847

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（２月分）
1,186

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（２月分）
3,082

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（２月分）
7,488

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
34,233

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
3,628

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
1,240

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
17,297

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（２月分）
7,000

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
1,516

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
4,972

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
3,086

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
164

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
205

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
6,000

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
26,837

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（こども・教育）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（２月分）
8,752

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-641　外3件
54,940
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大正区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-643　外3件
67,120

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
151,700

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費の支出について
120,960

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（こども・教育）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（２月分）
4,981

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（こども・教育）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（２月分）
1,000

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（こども・教育）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（２月分）
500

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（こども・教育）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（２月分）
500

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（こども・教育）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（２月分）
3,000

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月28日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金貸付金（就学支度資金）の支出について
53,350

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 高齢者福祉事業における成年後見等市長審判請求にかかる費用（診断書料）の支出について
2,160

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31度　学習・登校サポート事業委託事業者選定会議委員への報償金の支出について
51,860

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 泉尾北小学校倉庫の扉修繕にかかる経費の支出について
59,292

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども・教育）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
246

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども・教育）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
1,240

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども・教育）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
708

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成30年度　大正区総合教育会議議事録作成業務にかかる経費の支出について（第４回）
47,250

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成30年度民生委員及び児童委員にかかる費用弁償の支出について（第4四半期分）
879,625

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども・教育）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
82

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（２月分）
2,000

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（２月分）
5,000

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（２月分）
8,500

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（２月分）
1,100

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（２月分）
2,450

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（２月分）
2,906

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
9,200

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
610

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
213,917

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
36,749

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
101,252

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
104,065

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
55,184

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
110,800

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
94,927

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
10,980

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
113,980

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
75,180

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
74,798

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
58,920

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
13,420

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
55,950

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
204,340

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
80,688

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教材代、給食費）の支出について
131,918

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
25,980

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
44,290

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
148,626

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
24,480
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大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生業扶助費（高校等就学費）の支出について
2,200

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
378,040

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
418,080

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
82

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
92

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
246

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
184

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
82

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
120

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
13,887

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
2,624

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
4,058

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報償費　報償金 平成30年度　こどもサポートネット従事者研修にかかる講師謝礼金の支出について
12,200

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成30年度民生委員及び児童委員にかかる費用弁償の支出について（第4四半期分）
833,375

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども・教育）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
2,460

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども・教育）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
260

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども・教育）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
48,394

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
164

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども・教育）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
3,358

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども・教育）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
9,532

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども・教育）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
574

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども・教育）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
2,562

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども・教育）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
612

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども・教育）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
82

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
8,458

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども・教育）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
4,120

大正区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
328

天王寺区役所 企画総務課 平成31年03月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金への繰入金の支出について（２月分）
552

天王寺区役所 企画総務課 平成31年03月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金への繰入金の支出について（２月分）
610

天王寺区役所 企画総務課 平成31年03月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金への繰入金の支出について（２月分）
1,500

天王寺区役所 企画総務課 平成31年03月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰入金の支出について（２月分）
414

天王寺区役所 企画総務課 平成31年03月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰入金の支出について（２月分）
328

天王寺区役所 企画総務課 平成31年03月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金への繰入金の支出について（２月分）
260

天王寺区役所 企画総務課 平成31年03月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金への繰入金の支出について（２月分）
810

天王寺区役所 企画総務課 平成31年03月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金への繰入金の支出について（２月分）
2,400

天王寺区役所 企画総務課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 一般管理用市内出張交通費の支出について（６月・７月・１０月・１１月・１２月分・１月分）
460

天王寺区役所 企画総務課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 一般管理用市内出張交通費の支出について（６月・７月・１０月・１１月・１２月分・１月分）
32,799

天王寺区役所 企画総務課 平成31年03月13日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 旅費　普通旅費 一般管理用市内出張交通費の支出について（６月・７月・１０月・１１月・１２月分・１月分）
460

天王寺区役所 企画総務課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度 庁内情報利用パソコン等機器 （天王寺区役所） 一式 長期借入にかかる支出について（平成31年２月分）
4,056

天王寺区役所 企画総務課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成３０年度庁内情報利用パソコン等機器（天王寺区役所）一式長期借入にかかる支出について（平成31年２月分）
225,281

天王寺区役所 企画総務課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 「平成30年度庁内情報利用パソコン等機器（天王寺区役所）一式長期借入」にかかる支出について（平成31年２月分）
203,574

天王寺区役所 企画総務課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系利用パソコン等機器（天王寺区役所）一式長期借入にかかる支出について（平成31年２月分）
8,006

天王寺区役所 企画総務課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度庁内情報利用パソコン等（天王寺区役所）一式長期借入にかかる支出について（平成31年２月分）
11,122

天王寺区役所 企画総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 天王寺区災害対策用職員住宅に係る什器の賃借料の支出について（平成31年2月分）
7,668

天王寺区役所 企画総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用ファックス回線使用料の支出について（２月分）
30,407

天王寺区役所 企画総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
3,908

天王寺区役所 企画総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
184
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天王寺区役所 企画総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
4,838

天王寺区役所 企画総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
2,182

天王寺区役所 企画総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁舎設備維持用有線放送利用にかかる使用料の支出について（平成31年２月分）
6,480

天王寺区役所 企画総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成30年度天王寺区広報紙印刷業務に係る所要経費の支出について（3月号分）
491,400

天王寺区役所 企画総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎設備維持用天王寺区役所及び天王寺区保健福祉センター分館にかかる電気料金の経費の支出について（２月分）
857,531

天王寺区役所 企画総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴広報業務用企画総務課（広聴広報）にかかる後納郵便料の支出について（平成３１年２月分）
1,886

天王寺区役所 企画総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴広報業務用企画総務課（広聴広報）にかかる後納郵便料の支出について（平成３１年２月分）
5,844

天王寺区役所 企画総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴広報業務用企画総務課（広聴広報）にかかる後納郵便料の支出について（平成３１年２月区民モニターアンケート実施分）
582

天王寺区役所 企画総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成30年度天王寺区広報紙新聞折込広告業務（概算契約）に係る所要経費の支出について（3月号分)
291,476

天王寺区役所 企画総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度天王寺区広報紙企画編集業務委託に係る所要経費の支出について（3月号分）
393,120

天王寺区役所 企画総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 天王寺区庁舎管理及び運営用　天王寺区役所窓口案内業務従事者派遣業務にかかる経費の支出について（２月分）
201,348

天王寺区役所 企画総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 一般管理用　シュレッダーほか１点の買入にかかる経費の支出について
513,000

天王寺区役所 企画総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 遠隔手話通訳・外国語通訳サービス事業用ワイヤレス通信ネットワークサービス利用料の支出について（平成31年２月分）
2,378

天王寺区役所 企画総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画総務課（広聴広報）における広報事務用ワイヤレス通信ネットワークサービス使用料の支出について（2月分）
4,101

天王寺区役所 企画総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用　天王寺区保健福祉センター分館機械警備業務（長期継続）契約にかかる経費の支出について（２月分）
4,104

天王寺区役所 企画総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 障がい者の就業支援を目的とした大阪市天王寺区役所及び天王寺区保健福祉センター分館清掃業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（２月分）
472,356

天王寺区役所 企画総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁舎設備維持用ケーブルテレビ使用料の支出について（平成31年2月分）
4,730

天王寺区役所 企画総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　高速プリンター（天王寺区役所）長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
36,504

天王寺区役所 企画総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　証明書発行システム用通信回路使用料の支出について（２月分）
3,814

天王寺区役所 企画総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用　受水槽清掃・水質検査作業にかかる経費の支出について
106,920

天王寺区役所 企画総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 天王寺区コミュニティビジネス企画提案会及び受託者選定委員会にかかる報償金の支払いについて
56,860

天王寺区役所 企画総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 一般管理用市内出張交通費２月分の支出について
19,778

天王寺区役所 企画総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰入金の支出について（３月分・１回目）
9,786

天王寺区役所 企画総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（平成３１年２月分）
24,975

天王寺区役所 企画総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰入金の支出について（３月分・１回目）
384

天王寺区役所 企画総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（平成３１年２月分）
163,898

天王寺区役所 企画総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（平成３１年２月分）
12,405

天王寺区役所 企画総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（平成３１年２月分）
1,292

天王寺区役所 企画総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（平成３１年２月分）
5,945

天王寺区役所 企画総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（平成３１年２月分）
2,585

天王寺区役所 企画総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（平成３１年２月分）
1,551

天王寺区役所 企画総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（平成３１年２月分）
2,416

天王寺区役所 企画総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（平成３１年２月分）
7,696

天王寺区役所 企画総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　プロジェクター外４点買入にかかる経費の支出について
68,148

天王寺区役所 企画総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金への繰入金の支出について（３月分・１回目）
765

天王寺区役所 企画総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用専用回線使用料の支出について（２月分）
16,228

天王寺区役所 企画総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金への繰入金の支出について（３月分・１回目）
30

天王寺区役所 企画総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用　天王寺区役所庁舎産業廃棄物搬出処理業務委託（概算契約）のにかかる経費の支出について（２月分）
15,986

天王寺区役所 企画総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用　天王寺区役所一般廃棄物収集運搬業務（概算契約）にかかる経費の支出について（２月分）
4,448

天王寺区役所 企画総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 広報事業用LINE@サービス使用料にかかる経費の支出について(平成31年2月分)
5,400

天王寺区役所 企画総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 一般管理用　プロジェクター外４点買入にかかる経費の支出について
214,920

天王寺区役所 企画総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰入金の支出について（３月分・１回目）
12,680

天王寺区役所 市民協働課 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度真田山小学校生涯学習ルーム講師謝礼金の支出について（2月6日実施分）
12,900

天王寺区役所 市民協働課 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度生魂小学校生涯学習ルーム講師謝礼金の支出について（1月26日実施分）
5,000

天王寺区役所 市民協働課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度聖和小学校生涯学習ルーム講師謝礼金の支出について（2月16日実施分）
8,600

天王寺区役所 市民協働課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度味原小学校生涯学習ルーム講師謝礼金の支出について（2月19・20日実施分）
12,000

天王寺区役所 市民協働課 平成31年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 天王寺区戦略予算　民間事業者を活用した中学生学習支援事業チラシの印刷にかかる支出について
7,128
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天王寺区役所 市民協働課 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰入金の支出について(2月分)
8,100

天王寺区役所 市民協働課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度生魂小学校生涯学習ルーム講師謝礼金の支出について（2月23日実施分）
5,000

天王寺区役所 市民協働課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 天王寺区魅力発信・にぎわいづくり事業用　「上町台地周遊マップ」印刷業務の支出について
156,600

天王寺区役所 市民協働課 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 天王寺区戦略支援予算事業用　体育用品（日除けテント外４品）の購入にかかる支出について
84,834

天王寺区役所 市民協働課 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 天王寺区戦略支援予算事業用　体育用品（日除けテント外４品）の購入にかかる支出について
57,456

天王寺区役所 市民協働課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 工事請負費　改修工事費 天王寺区民センター屋上防水改修工事の実施にかかる経費の支出について
291,600

天王寺区役所 市民協働課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 大阪市スポーツ推進委員の報酬について（平成30年10月～平成31年３月分）
105,600

天王寺区役所 市民協働課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 天王寺区戦略支援予算事業用　ケース一体型マグネットスクリーンの購入にかかる支出について
42,984

天王寺区役所 市民協働課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 天王寺区戦略支援予算事業用　ケース一体型マグネットスクリーンの購入にかかる支出について
42,984

天王寺区役所 市民協働課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花とみどりのまちづくり事業用　種子インパチェンス外15点の購入にかかる経費の支出について
68,256

天王寺区役所 市民協働課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 天王寺区魅力発信・にぎわいづくり事業　天王寺区真言坂顕彰板の修繕にかかる経費の支出について
150,120

天王寺区役所 市民協働課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度天王寺区コミュニティ育成事業にかかる公募型企画提案（プロポーザル）による業者選定委員報酬の支出について
25,560

天王寺区役所 市民協働課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成31年2月分）
6,265

天王寺区役所 市民協働課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成31年2月分）
2,020

天王寺区役所 市民協働課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成31年2月分）
750

天王寺区役所 市民協働課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成31年2月分）
3,536

天王寺区役所 市民協働課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成31年2月分）
164

天王寺区役所 市民協働課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成31年2月分）
760

天王寺区役所 市民協働課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成31年2月分）
222

天王寺区役所 市民協働課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業用携帯電話料金の支出について（2月分）
1,421

天王寺区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 こどもの居場所における学び・生活サポーター報償金の支出について（2月分）
18,220

天王寺区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業におけるサポーター報償金の支出について（31年2月分）
307,531

天王寺区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度生魂小学校生涯学習ルーム講師謝礼金の支出について（3月16日実施分）
5,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成３１年３月分葬祭費、出産育児一時金支払資金の支出について
100,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担
金

平成３１年３月分葬祭費、出産育児一時金支払資金の支出について
450,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（一般分）の支出について（平成３１年２月）
33,135

天王寺区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金の支出について（３月分支払資金、一般及び退職者）
55,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出
退職被保険者等還付
金

償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金の支出について（３月分支払資金、一般及び退職者）
5,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成31年03月06日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 区役所事務用複写機コピー代金の支出について（平成31年1月分）
7,124

天王寺区役所 窓口サービス課 平成31年03月06日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 区役所事務用複写機コピー代金の支出について（平成31年1月分）
7,123

天王寺区役所 窓口サービス課 平成31年03月06日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成３１年２月分国民健康保険療養費等の支出について（保険者間調整第１１回申請分）
66,465

天王寺区役所 窓口サービス課 平成31年03月06日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成３１年２月分国民健康保険療養費等の支出について（保険者間調整第１０回申請分）
32,754

天王寺区役所 窓口サービス課 平成31年03月13日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 平成３１年３月分の切手購入代の支出について
8,660

天王寺区役所 窓口サービス課 平成31年03月15日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険等事務用印鑑ふき外３６点の購入にかかる経費の支出について
25,217

天王寺区役所 窓口サービス課 平成31年03月15日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険等事務用印鑑ふき外３６点の購入にかかる経費の支出について
30,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成31年03月15日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 国民健康保険等事務用印鑑ふき外３６点の購入にかかる経費の支出について
5,500

天王寺区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課事務用書籍の購入にかかる経費の支出について
50,166

天王寺区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料の現年還付加算金（一般分）の支出について（平成３１年３月）
1,100

天王寺区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（一般分）の支出について（平成３１年３月）
37,547

天王寺区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）にかかる後納郵便料の支出について（平成31年２月分）
3,818

天王寺区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）にかかる後納郵便料の支出について（平成31年２月分）
55,662

天王寺区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）にかかる後納郵便料の支出について（平成31年２月分）
5,068

天王寺区役所 窓口サービス課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市天王寺区役所住民情報業務等委託経費の支出について（平成31年１月分）
354,463

天王寺区役所 窓口サービス課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍届書到達確認はがき用切手の購入経費の支出について
35,100

天王寺区役所 窓口サービス課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市天王寺区役所住民情報業務等委託経費の支出について（平成31年１月分）
4,281,673

天王寺区役所 窓口サービス課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 国民健康保険事業収納事務等市内出張交通費（１，２月分）の支出について
460

天王寺区役所 窓口サービス課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
3,151
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天王寺区役所 窓口サービス課 平成31年03月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国民健康保険事業収納事務等市内出張交通費（１，２月分）の支出について
460

天王寺区役所 窓口サービス課 平成31年03月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
54,264

天王寺区役所 窓口サービス課 平成31年03月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国民健康保険事業収納事務等市内出張交通費（１，２月分）の支出について
680

天王寺区役所 窓口サービス課 平成31年03月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（平成31年2月分）
65,837

天王寺区役所 窓口サービス課 平成31年03月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
458,822

天王寺区役所 窓口サービス課 平成31年03月28日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成３１年３月分国民健康保険療養費等の支出について
935,153

天王寺区役所 窓口サービス課 平成31年03月28日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成３１年３月分国民健康保険葬祭費の支出について
250,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成31年03月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（平成31年2月分）
10,758

天王寺区役所 窓口サービス課 平成31年03月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
84,036

天王寺区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 区役所事務用複写機コピー代金の支出について（平成31年2月分）
7,744

天王寺区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 区役所事務用複写機コピー代金の支出について（平成31年2月分）
7,745

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる予防接種費用の支出について（２月請求分）
24,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業用　ストマ用装具等にかかる経費の支出について（１２・１月分）（代理受領方式）
239,260

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費（教育扶助金）　学校給食費・教材費の支出について（１月分）
22,768

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費特別保育分（平成31年3月分）の支出について
10,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（平成31年3月）の支出について
100,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 高齢者権利擁護業務用成年後見審判市長申立用診断書料の支出について
10,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 高齢者権利擁護業務用成年後見審判市長申立用診断書料の支出について
8,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（１月分）
13,673

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（１月分）
5,482

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　妊婦検診・検査料の支出について（１月分）
23,250

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（１月分）
41,420

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（１月分）
9,880

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（１２月分・１月分・２月分）
6,680

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（１月分）
15,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（２月分）
5,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　移送費（引越代）の支出について（１月分）
35,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（１月分）
9,059

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（１月分）
17,543

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費（教育扶助金）　学校給食費・教材費の支出について（１月分）
12,901

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　治療材料費（頚椎装具）の支出について（２月分）
23,056

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（１月分）
5,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（２月分）
2,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（１月分）
5,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（１月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　治療材料費（ストーマ）の支出について（平成３０年４月分から平成３０年５月分）
4,417

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（２月分）
4,320

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費（出産扶助金）　介補料等の支出について（１月分）
13,130

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
333,952

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（１月分）
5,970

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練教室事業講師料の支出について（２月分）
8,960

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　治療材料費（眼鏡枠）の支出について（２月分）
8,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる予防接種費用の支出について（２月請求分）
10,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
180,829

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
176,601

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業用　ストマ用装具等にかかる経費の支出について（１２・１月分、２・３月分）（代理受領方式）
259,780

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業用　ストマ用装具等にかかる経費の支出について（１２・１月分、２・３月分）（代理受領方式）
156,119
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天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科相談に伴う報償金の支出について（平成３１年２月分）
6,300

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）にかかる市内出張旅費の支出について（１月分）
600

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）にかかる市内出張旅費の支出について（１月分）
230

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）にかかる市内出張旅費の支出について（１月分）
860

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）にかかる市内出張旅費の支出について（１月分）
1,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）にかかる市内出張旅費の支出について（１月分）
600

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（平成３０年１２月分）
5,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（１月分）
3,240

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（２月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）にかかる市内出張旅費の支出について（１月分）
2,550

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（１月分）
5,580

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（１月分）
20,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（１月分・２月分）
12,852

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（１月分）
5,040

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（１月分）
20,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（１月分）
5,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（２月分）
3,150

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　家財処分料の支出について（２月分）
170,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（１月分）
20,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（１月分）
20,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（１月分）
18,608

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費（教育扶助金）　学校給食費の支出について（１月分）
73,838

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（２月分）
6,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（１月分）
2,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（２月分）
4,320

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（２月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：電車）の支出について（１月分）
1,840

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　治療材料費（左膝装具）の支出について（２月分）
7,545

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（２月分）
5,970

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（２月分）
6,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・意見書料の支出について（２月分）
5,940

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：タクシー）の支出について（１１月分）
2,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　治療材料費（遠近両用・眼鏡一式）の支出について（２月分）
28,530

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（１２月分）
47,150

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月13日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 平成30年度母子福祉貸付金（就学支度資金）の支出について
580,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
609

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,754

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる交付金の支出について(２月請求分)
215,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
97,900

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業用　ストマ用装具等にかかる経費の支出について（１２・１月分、２・３月分）（代理受領方式）
144,712

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（平成３０年１２月分・平成３１年１月分）
13,630

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 母子保健事業用図書の購入にかかる支出について
11,370

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
8,346

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 報償費　報償金 平成３０年度　健康づくり“ももてん”講座（健康づくり展げる講座）受講後のフォローアップ講座にかかる講師料の支出について
9,060

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,820

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（１月分）
17,510
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天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　移送費（引越）の支出について（２月分）
91,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（１月分）
17,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費（教育扶助金）　学校給食費の支出について（２月分）
52,093

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費（教育扶助金）　学校給食費の支出について（２月分）
8,564

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費（教育扶助金）　学校給食費の支出について（２月分）
51,793

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（１月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（２月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：電車）の支出について（２月分）
4,870

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（１月分）
3,240

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：電車）の支出について（１月分）
600

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：電車）の支出について（１月分・２月分）
840

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費（葬祭扶助金）　葬祭費の支出について（２月分）
220,284

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ接種医師報償金の支出について（平成３１年２月分）
49,660

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 天王寺区子育スタート応援事業業務委託業者選定会議おける委員報酬の支出について
28,540

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成３０年度　民生委員児童委員費用弁償の支出について（第４四半期分）
757,875

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　印刷製本費 地域福祉活動推進事業用安心安全カード印刷にかかる経費の支出について
41,040

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成３０年度　民生委員児童委員費用弁償の支出について（第４四半期分）
715,375

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成30年度児童手当給付費（受給者死亡による未払分）にかかる支出について
10,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 高齢者福祉業務用独居高齢者等見守りサポーター事業地域ボランティアリーダー活動謝礼の支出について（平成３１年１月分）
29,248

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業」及び「独居高齢者等見守りサポーター事業」業務委託にかかる経費の支出について（第４四半期）
854,450

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる予防接種費用の支出について（２月請求分）
61,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 「地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業」及び「独居高齢者等見守りサポーター事業」業務委託にかかる経費の支出について（第４四半期）
2,263,385

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
305,824

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業用　ストマ用装具等にかかる経費の支出について（１２・１月分、２・３月分）（代理受領方式）
125,140

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：介護タクシー）の支出について（１月分・２月分）
38,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種健診事業実施に伴う報償金の支出について（平成３１年２月分）
273,750

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（平成３１年２月）にかかる経費の支出について
9,696

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（平成３１年２月）にかかる経費の支出について
15,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（平成３１年２月）にかかる経費の支出について
10,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
243,397

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 成年後見制度に係る大阪市長による審判の請求に関する要綱の規定に基づく成年後見制度活動報酬に対する助成金の支出について
216,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 成年後見制度に係る大阪市長による審判の請求に関する要綱の規定に基づく成年後見制度活動報酬に対する助成金の支出について
35,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　備品修繕料 小口支払基金への繰入金の支出について（２月分）
5,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費（介護扶助金）　介護扶助（入浴用椅子・入浴用ベルト）の支出について
88,695

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（平成３１年２月）にかかる経費の支出について
3,739

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（平成３１年２月）にかかる経費の支出について
83,705

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（平成３１年２月）にかかる経費の支出について
7,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（平成３１年２月）にかかる経費の支出について
17,474

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（平成３１年２月）にかかる経費の支出について
7,536

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

需用費　印刷製本費 平成30年度天王寺区在宅医療・介護連携推進事業講演会にかかる開催周知用チラシの印刷にかかる経費の支出について
33,912

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（平成３１年２月）にかかる経費の支出について
9,101

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成３１年２月分）
5,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業用　ストマ用装具等にかかる経費の支出について（８・９月分、１０・１１月分、１２・１月分）（代理受領方式）
149,700

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業用　ストマ用装具等にかかる経費の支出について（１２・１月分、２・３月分）（代理受領方式）
332,493

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
178,610

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用文書料金後納郵便料金の支出について（後納郵送料・２月分）
126,848

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用文書送付用料金後納郵便料金の支出について（料金受取人払い・２月分）
32,686
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天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（２月分）
16,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（２月分）
5,551

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（２月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　移送費（通所・電車）の支出について（２月分）
3,480

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　移送費（通所）の支出について（２月分）
7,140

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（２月分）
8,590

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（２月分）
12,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（２月分）
15,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活保護費４月分の支出について（１回目）
5,000,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（平成３０年１２月分）
5,179

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　移送費（通所・電車）の支出について（２月分）
4,480

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　移送費（引越）の支出について（２月分）
64,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（３月分）
4,453

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活保護費４月分の支出について（１回目）
4,000,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活保護費４月分の支出について（１回目）
300,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費（教育扶助金）　学校給食費の支出について（２月分）
12,934

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費（教育扶助金）　学校給食費の支出について（２月分）
32,100

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費（教育扶助金）　学校給食費の支出について（２月分）
17,537

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費（教育扶助金）　学校給食費の支出について（２月分）
13,167

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費（教育扶助金）　学校給食費（２月分）の支出について
8,683

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診察料の支出について（１２月分）
2,700

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・意見書料の支出について（２月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：電車）の支出について（平成３０年１２月分・平成３１年１月分）
1,080

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　治療材料費（遠用近視用の眼鏡一式）の支出について（２月分）
18,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　治療材料費（遠用近視用の眼鏡一式）の支出について（３月分）
18,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　治療材料費（近用遠視・眼鏡一式）の支出について（２月分）
12,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　治療材料費（両足底装具・右股装具軟性）の支出について（１月分・２月分）
94,790

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・意見書料の支出について（２月分）
2,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（１月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　診断書文書料・手続協力費の支出について（２月分）
7,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（２月分）
5,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による生活保護費４月分の支出について（１回目）
30,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：タクシー代）の支出について（２月分）
15,820

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：電車）の支出について（２月分）
2,960

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活保護費４月分の支出について（１回目）
300,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費（葬祭扶助金）　葬祭費の支出について（２月分）
220,284

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成３１年２月分）
6,851

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成３１年２月分）
3,844

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成３１年２月分）
5,241

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成３１年２月分）
2,707

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成３１年２月分）
925

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用携帯電話使用料の支出について（２月分）
1,442

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉サービス担当における子育て支援室相談事業用ワイヤレス通信ネットワークサービス使用料の支出について（Ｈ３１．２月分）
4,101

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる予防接種費用の支出について（２月請求分）
28,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用携帯電話使用料の支出について（２月分）
4,004

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便（受取人払）料金の支払いについて（平成３１年２月分）
1,940

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便（受取人払）料金の支払いについて（平成３１年２月分）
9,041
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天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

需用費　消耗品費 「平成30年度天王寺区在宅医療・介護連携」啓発用クリアファイルの購入にかかる経費の支出について
66,960

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

扶助費　其他扶助金 高齢者権利擁護業務用成年後見制度に係る大阪市長による審判の請求に関する要綱の規定に基づく成年後見活動報酬に対する助成金の支出について
171,897

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉サービス担当外勤用携帯電話使用料の支出について（Ｈ３１．２月分）
2,020

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

需用費　消耗品費 生活困窮者自立支援事務用図書４点の購入経費の支出について
10,692

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 母子保健事業用ＦＡＸ機能付電話機の購入にかかる経費の支出について
21,276

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成３１年２月分）
502

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成３１年２月分）
18,952

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成３１年２月分）
16,171

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成３１年２月分）
4,820

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成３１年２月分）
2,602

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成３１年２月分）
174

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張交通費の支出について（平成３１年１月分）
3,110

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張交通費の支出について（平成３１年１月分）
240

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練教室事業講師料の支出について（３月分）
8,960

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張交通費の支出について（平成３１年１月分）
660

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所給食費（平成31年3月）の支出について
1,499,250

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防地域健康講座（あっぷる天王寺）の報償金の支出について（3月分）
9,100

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張交通費の支出について（平成３１年１月分）
460

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
1,040

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる予防接種費用の支出について（３月請求分）
55,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）にかかる市内出張旅費の支出について（平成30年11月～平成31年2月分）
820

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）にかかる市内出張旅費の支出について（平成30年11月～平成31年2月分）
860

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
185,020

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
266,401

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
25,110

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）にかかる市内出張旅費の支出について（平成30年11月～平成31年2月分）
1,360

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（２月分）
14,713

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（１月分・２月分）
23,360

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（２月分・３月分）
5,417

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（２月分・３月分）
4,140

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（１月分・２月分）
3,617

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（２月分）
9,490

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（平成３０年１２月分・平成３１年１月分）
19,840

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（３月分）
5,388

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（２月分）
39,200

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（２月分）
19,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（２月分）
1,060

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（３月分）
3,150

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費（教育扶助金）学校給食費の支出について（１月分・２月分）
22,200

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費（介護扶助金）　介護扶助（腰掛便座）の支出について
940

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費（介護扶助金）　介護扶助（入浴用椅子・浴槽内椅子）の支出について
4,482

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：タクシー）の支出について（２月分）
7,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　治療材料費（近用遠視用の眼鏡一式）の支出について（３月分）
18,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（２月分）
5,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（３月分）
4,320

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　治療材料費（遠用近視用の眼鏡一式）の支出について（３月分）
22,700

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費（生業扶助金）高等学校等就学費（学習支援費）の支出について（１月分）
20,000
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天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費（葬祭扶助金）　葬祭扶助の支出について（３月分）
209,016

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費（葬祭扶助金）　葬祭費の支出について（２月分）
217,584

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費（葬祭扶助金）　葬祭扶助の支出について（２月分）
213,970

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
246

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
304

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
410

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
82

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
4,526

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
82

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）にかかる市内出張旅費の支出について（平成30年11月～平成31年2月分）
460

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
92

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
976

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
502

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）にかかる市内出張旅費の支出について（平成30年11月～平成31年2月分）
810

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
82

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
17,334

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保健事業費
特定健康診査等事業
費

特定健康診査等事業
費

役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
82

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）にかかる市内出張旅費の支出について（平成30年11月～平成31年2月分）
210

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
82

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）にかかる市内出張旅費の支出について（平成30年11月～平成31年2月分）
460

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）にかかる市内出張旅費の支出について（平成30年11月～平成31年2月分）
1,660

天王寺区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
25,363

天王寺区役所 危機管理課 平成31年03月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域資源との新たなつながりを活かした防災事業用　マンション防災啓発ポスター印刷にかかる経費の支出について
6,156

天王寺区役所 危機管理課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域安全防犯事業用　自転車マナー出前講座ポスターの印刷にかかる経費の支出ついて
5,994

天王寺区役所 危機管理課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 地域安全防犯事業に係る防犯カメラ用の電気料金の支出について（平成３１年２月分）
67

天王寺区役所 危機管理課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 自転車利用適正化事業用　啓発指導員による放置自転車対策業務にかかる経費の支出について（2月分）
114,670

天王寺区役所 危機管理課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 地域安全防犯事業用　防犯カメラ電柱使用料にかかる経費の支出について（平成30年4月～平成31年3月分）
7,560

天王寺区役所 危機管理課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 危機管理課事務用後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
328

天王寺区役所 危機管理課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 危機管理課事務用後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
164

天王寺区役所 危機管理課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 危機管理課事務用後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
82

天王寺区役所 危機管理課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 危機管理課事務用後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
608

天王寺区役所 危機管理課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域における自助・共助力の向上支援事業　携帯電話料金（ワイヤレス通信ネットワークサービス）の支払いについて（Ｈ31年2月分）
3,993

浪速区役所 総務課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区一般事務用ケーブルテレビ利用経費（平成31年1月分）の支出について
4,380

浪速区役所 総務課 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 全国主要都市における大阪市浪速区認知度調査業務にかかる経費の支出について
852,120

浪速区役所 総務課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　平成30年度浪速区広報紙（5月号～31年4月号）企画編集業務委託（概算契約）に係る経費の支出について（平成31年3月号分）
383,940

浪速区役所 総務課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持　浪速区役所照明器具交換業務委託実施経費の支出について
323,568

浪速区役所 総務課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎管理用害虫駆除の実施にかかる経費の支出について
43,200

浪速区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　火災保険料 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月分）
18,000

浪速区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月分）
3,861

浪速区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報事業用　広報紙（平成30年5月号～平成31年4月号）概算印刷業務の実施並びに同経費の支出について（平成31年3月支払分）
440,856

浪速区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎管理用庁舎清掃業務委託経費の支出について（平成31年2月分）
464,886

浪速区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 浪速区一般事務用総合窓口案内員の派遣業務委託にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
197,788

浪速区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度視覚障がい者用庁内情報利用パソコン等機器（浪速区役所）一式長期借入経費の支出について（平成31年２月分）
23,004

浪速区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（浪速区役所）一式　長期借入経費の支出について（平成31年２月分）
32,596

浪速区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度庁内情報利用パソコン等機器（浪速区役所）一式の長期借入にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
218,568

浪速区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（浪速区）一式の長期借入経費の支出について（平成31年2月分）
279,559

浪速区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度庁舎管理用宿日直専門員寝具の賃貸借経費の支出について（平成31年２月分）
9,504
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浪速区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月分）
252

浪速区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 広報事業用　平成30年度浪速区広報紙（5月号～平成31年4月号）新聞折込広告業務（概算契約）に係る経費の支出について（平成31年3月号分）
105,964

浪速区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度浪速区役所警備機器保守点検管理委託業務にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
25,056

浪速区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区一般事務用ケーブルテレビ利用経費（平成31年2月分）の支出について
4,380

浪速区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 もと市民交流センターなにわ用地土壌状況調査（平面）業務委託にかかる経費の支出について
572,400

浪速区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度浪速区広報紙（5月号～32年4月号）企画編集業務企画提案審査会にかかる審査委員謝礼の支出について（平成31年2月27日実施分）
18,910

浪速区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（平成31年2月分）の支出について
20,827

浪速区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（平成31年2月分）の支出について
156,379

浪速区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（平成31年2月分）の支出について
17,781

浪速区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（平成31年2月分）の支出について
20,782

浪速区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎管理用電気料金（平成31年2月分）の支出について
1,157,456

浪速区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整業務用　郵便料金（平成31年2月分）の支出について
8,517

浪速区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整業務用　郵便料金（平成31年2月分）の支出について
232

浪速区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整業務用　郵便料金（平成31年2月分）の支出について
97

浪速区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整業務用　郵便料金（平成31年2月分）の支出について
1,462

浪速区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 区政会議運営事業用　会議議事録作成業務（概算契約）にかかる経費の支出について（平成31年2月20日開催分）
31,050

浪速区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業用　インターネット回線使用料（平成31年2月分）の支出について
4,840

浪速区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年3月分１回目）
483

浪速区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年3月分1回目）
1,080

浪速区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年3月分１回目）
11,880

浪速区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年3月分１回目）
4,920

浪速区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年3月分１回目）
12,969

浪速区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 統一地方選挙にかかる不在者投票用紙送付用レターパックプラスの買入経費の支出について
30,600

浪速区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 役務費　通信運搬費 統一地方選挙にかかる不在者投票用紙送付用レターパックプラスの買入経費の支出について
15,300

浪速区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 役務費　通信運搬費 統一地方選挙にかかる不在者投票用紙送付用レターパックプラスの買入経費の支出について
15,300

浪速区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度　浪速区まちづくり活性化事業にかかるイベント特別優遇エリア「イベント得区」諮問委員会にかかる経費の支出について
21,300

浪速区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区庁舎設備維持　浪速区役所消防設備不良箇所修繕にかかる経費の支出について
264,600

浪速区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 区庁舎設備維持　浪速区役所書庫ハンドル取替修繕にかかる経費の支出について
69,120

浪速区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所一般事務用電話電信通話経費（平成31年2月分）の支出について
3,814

浪速区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所一般事務用電話電信通話経費（平成31年1月・2月分）の支出について
2,710

浪速区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所一般事務用電話電信通話経費（平成31年2月分）の支出について
16,202

浪速区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料（平成31年2月分）の支出について
1,556

浪速区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　平成30年度浪速区広報紙（4月号～31年3月号）配付業務委託(概算契約）に係る経費の支出について（平成31年３月分）
383,602

浪速区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　図書購入費 総務課事務用参考図書の購入並びに同経費の支出について
13,360

浪速区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務（常時・啓発・選挙時）用後納郵便料（平成31年2月分）の支出について
410

浪速区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務（常時・啓発・選挙時）用後納郵便料（平成31年2月分）の支出について
1,230

浪速区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 需用費　消耗品費 統一地方選挙にかかる布粘着テープ外１０点の購入経費の支出について
69,492

浪速区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務（常時・啓発・選挙時）用後納郵便料（平成31年2月分）の支出について
3,696

浪速区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務用（選挙時）受取人払（平成31年2月分）の支出について
1,067

浪速区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付支払用資金（歳出一般分）３月分の支出について
50,000

浪速区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般分）の支出について（２月分）
35,040

浪速区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出
退職被保険者等還付
金

償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付支払用資金（歳出マル退分）３月分の支出について
10,000

浪速区役所 窓口サービス課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）用事務用品の購入経費の支出について
232,092

浪速区役所 窓口サービス課 平成31年03月06日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支払いについて（保険者間調整　1月申請分）
10,318

浪速区役所 窓口サービス課 平成31年03月12日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般分）の支出について（２月分）
3,633

浪速区役所 窓口サービス課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月分）
1,555

浪速区役所 窓口サービス課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月分）
14,400
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浪速区役所 窓口サービス課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般分）の支出について（２・３月分）
8,397

浪速区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 平成３０年度窓口サービス課（住民情報）における後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
3,670

浪速区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成３０年度窓口サービス課（住民情報）における後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
64,940

浪速区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成３０年度窓口サービス課（住民情報）における後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
1,072

浪速区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般分）の支出について（３月分）
17,052

浪速区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民情報）における市内出張等旅費の支出について（平成31年2月分）
2,250

浪速区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金担当市内出張旅費（２月分）の支出について
684

浪速区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
2,030

浪速区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用受取人払郵便料金（２月分）の支出について
24,700

浪速区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用受取人払郵便料金（２月分）の支出について
64,861

浪速区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
100,000

浪速区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用受取人払郵便料金（２月分）の支出について
73,779

浪速区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
344,795

浪速区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
646,794

浪速区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用受取人払郵便料金（２月分）の支出について
5,335

浪速区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
62,463

浪速区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 保険年金担当備品（シュレッダ）の購入経費の支出について
386,640

浪速区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 保険年金担当備品（加湿空気清浄機）の購入経費の支出について
330,480

浪速区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 保険年金担当備品（掃除機）の購入経費の支出について
59,400

浪速区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用品の購入経費の支出について
31,600

浪速区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用品の購入経費の支出について
36,400

浪速区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用品の購入経費の支出について
9,028

浪速区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用品の購入経費の支出について
94,819

浪速区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用複写機コピー代金（２月分）の支出について
17,192

浪速区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用品の購入経費の支出について
14,000

浪速区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用品の購入経費の支出について
20,879

浪速区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支払について（平成３１年３月２９日支払分）
321,186

浪速区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支払いについて（保険者間調整　3月申請分）
10,591

浪速区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（平成３１年３月２９日支払分）
250,000

浪速区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担
金

国民健康保険出産育児一時金の支出について（平成３１年３月２９日支払分）
808,000

浪速区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用品の購入経費の支出について
32,300

浪速区役所 市民協働課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業の実施に伴う所要経費の支出について（栄小学校２月）
3,748

浪速区役所 市民協働課 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 放置自転車対策事業用エフ印刷経費の支出について
90,720

浪速区役所 市民協働課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 安全・安心なまちづくり推進事業用物品の購入経費の支出について
162,000

浪速区役所 市民協働課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働事業関係事務費用物品の購入経費の支出について
49,766

浪速区役所 市民協働課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 自転車対策事業用啓発物品の購入にかかる経費の支出について
35,046

浪速区役所 市民協働課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月分）
734

浪速区役所 市民協働課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災活動支援事業用物品の購入経費の支出について
101,088

浪速区役所 市民協働課 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月分）
246

浪速区役所 市民協働課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成３０年度　スポーツ推進委員報酬の支出について（１０月～３月分）
134,400

浪速区役所 市民協働課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業の実施に伴う所要経費の支出について（塩草立葉小学校２月分）
58,506

浪速区役所 市民協働課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業の実施に伴う所要経費の支出について（敷津小学校2月）
83,394

浪速区役所 市民協働課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業の実施に伴う所要経費の支出について(難波中学校2月)
72,149

浪速区役所 市民協働課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 協働事業等にかかる市内出張旅費（２月分）の支出について
3,530

浪速区役所 市民協働課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業の実施に伴う所要経費の支出について（難波中学校２月）
7,119

浪速区役所 市民協働課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 はぐくみネット事業用・学校体育施設開放事業用・生涯学習ルーム事業用に係るデジタルカメラ外１０点の購入経費の支出について
126,461

浪速区役所 市民協働課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 はぐくみネット事業用・学校体育施設開放事業用・生涯学習ルーム事業用に係るデジタルカメラ外１０点の購入経費の支出について
16,168
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浪速区役所 市民協働課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全対策プロジェクト事業用物品の購入経費の支出について
49,690

浪速区役所 市民協働課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全対策プロジェクト事業用物品の購入経費の支出について
44,010

浪速区役所 市民協働課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 はぐくみネット事業用・学校体育施設開放事業用・生涯学習ルーム事業用に係るデジタルカメラ外１０点の購入経費の支出について
30,823

浪速区役所 市民協働課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 こどもの防犯力アップ事業用　こども110番プレートの買入経費の支出について
14,688

浪速区役所 市民協働課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 落書き消去活動支援事業用物品の購入経費の支出について
80,676

浪速区役所 市民協働課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 青色防犯パトロールカーの前輪タイヤ交換経費の支出について
22,788

浪速区役所 市民協働課 平成31年03月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第2号による既納使用料の還付について（２９年度歳入分）
1,800

浪速区役所 市民協働課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業の実施に伴う所要経費の支出について（難波元町小学校２月）
33,553

浪速区役所 市民協働課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 人権啓発推進事業用「平成３０年度地域ふれあいセミナー」の講師謝礼金の支出について
8,260

浪速区役所 市民協働課 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 日本語の指導が必要な児童生徒への支援事業「浪速区日本語サポーター」に係る報償金の支出について（２月分）
171,100

浪速区役所 市民協働課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 はぐくみネット事業用　広報紙（塩草立葉小学校）の印刷経費の支出について
54,000

浪速区役所 市民協働課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 人権啓発推進事業用　人権啓発チラシ（落書き一掃運動該当啓発用）の作成経費の支出について
30,456

浪速区役所 市民協働課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策プロジェクトにかかる携帯電話通信通話料の支出について（平成３１年２月分）
5,990

浪速区役所 市民協働課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（２月分）
1,028

浪速区役所 市民協働課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（２月分）
164

浪速区役所 市民協働課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（２月分）
120

浪速区役所 市民協働課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（２月分）
1,220

浪速区役所 市民協働課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（２月分）
1,568

浪速区役所 市民協働課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年3月分1回目）
2,538

浪速区役所 市民協働課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年3月分1回目）
700

浪速区役所 市民協働課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年3月分）
820

浪速区役所 市民協働課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年3月分）
410

浪速区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業に係る講師謝礼金の支出について（平成31年2月分・3月分）
35,000

浪速区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「平成31年度浪速区コミュニティ育成事業業務委託」及び「第45回ナニワ区民まつり企画運営等業務」の事業者選定委員報償金の支出について
49,500

浪速区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 人権啓発推進事業等に係る市内出張交通費（２月分）の支出について
2,144

浪速区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 人権啓発推進事業等に係る市内出張交通費（２月分）の支出について
322

浪速区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 浪速区日本語サポーター用名札及び生涯学習推進事業用ICレコーダーの買入れ及び同経費の支出について
6,598

浪速区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 安全・安心なまちづくり推進事業用物品の購入経費の支出について
195,588

浪速区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 浪速区防災マップの印刷経費の支出について
213,840

浪速区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 浪速区地域安全防犯カメラ（39基分）にかかる電気料金の支出について（平成31年2月分）
12,723

浪速区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発事業等に係る郵便料の支出について（２月分）
276

浪速区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発事業等に係る郵便料の支出について（２月分）
485

浪速区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発事業等に係る郵便料の支出について（２月分）
760

浪速区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「平成30年度啓発指導員による放置自転車対策」業務委託の実施経費（2月分）の支出について
105,840

浪速区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 事務用シュレッダーの買入経費の支出について
235,224

浪速区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 浪速区日本語サポーター用名札及び生涯学習推進事業用ICレコーダーの買入れ及び同経費の支出について
1,656

浪速区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 浪速区日本語サポーター用名札及び生涯学習推進事業用ICレコーダーの買入れ及び同経費の支出について
828

浪速区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 人権啓発事業等に係る郵便料の支出について（２月分）
570

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）１８１０３２０１３４
58,780

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）１８１０２２０１３９
81,962

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）１８１０２２０１２５
503,987

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１７１０１２０３０８
13,750

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１７１０１２０７５２
24,000

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１７１０１２０１８７　外11件
233,620

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ等）平成３０年１２月～平成３１年２月分の支出について
386,425

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（特別保育用・３月分）の支出について
20,000

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（通常保育用・３月分）の支出について
150,000
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浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ等）平成３０年１２月、平成３１年１月分の支出について
207,900

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ等）平成３０年１２月～平成３１年２月分の支出について
308,559

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）平成３１年２月分の支出について
37,290

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）平成３１年１月分の支出について
3,240

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料・検診料）平成３１年１月、２月分の支出について
43,790

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談にかかる歯科医師等への報償金の支出について(平成30年度2月分)
31,130

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉業務雇上に伴う経費の支出について（２月分）
9,160

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ等）平成３０年１２月～平成３１年２月分の支出について
390,765

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費・教材代）平成３１年１月分の支出について
132,388

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(眼鏡代・装具代)平成３０年８月～平成３１年２月分の支出について
131,170

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成３１年１月分の支出について
894,248

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 BCG予防接種にかかる医師への報償金の支払いについて（３１年２月２１日実施分）
49,660

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用図書購入にかかる経費の支出について
7,200

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる出張旅費の支出について（平成31年1月分）
4,039

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（１０月追加分）
2,152

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（１０月追加分）
168

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）平成３１年１月、２月分の支出について
14,440

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる出張旅費の支出について（平成31年1月分）
1,380

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる出張旅費の支出について（平成31年1月分）
1,377

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（１０月追加分）
1,220

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる出張旅費の支出について（平成31年1月分）
460

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ等）平成３０年１２月、平成３１年１月分の支出について
154,465

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）平成３０年１２月～平成３１年２月分の支出について
22,440

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度にかかる後見人等報酬助成金の支出について
90,000

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１７１０１２０５７２
17,800

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１７１０１２０２７７　外3件
53,550

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１７１０１２０４６３　外14件
233,719

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１８１０１２０１４７
35,640

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１７１０１２０４７５
17,800

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１７１０１２０５７７　外9件
141,194

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）平成３１年１月分の支出について
77,760

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ等）平成３０年１２月、平成３１年１月分の支出について
249,811

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）平成３１年１月分の支出について
4,800

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（校外活動費）平成３１年２月分の支出について
20,472

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による措置扶助金（進学準備給付金）の支出について
100,000

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 浪速区役所「子育てつどいのひろば」事業委託事業者選定会議委員報酬の支出について
61,940

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 事業用公用車の継続検査にかかる自動車重量税ならびに印紙代の支出について
1,700

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 公課費　公課費 事業用公用車の継続検査にかかる自動車重量税ならびに印紙代の支出について
34,200

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）１８１０２２０１３８
70,000

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）平成３０年１２月～平成３１年２月分の支出について
42,750

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 報償費　報償金 平成30年度いきいき百歳体操交流会（平成31年2月27日）にかかる報償金の支出について
9,060

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度にかかる後見人等報酬助成金の支出について
160,000

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
7,641

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 事業用公用車の自動車損害賠償保険にかかる責任保険料の支出について
25,830

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）１８１０２２００９７
57,439

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１７１０１３００２８
22,526

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１８１０１２０１６３
88,900
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浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１７１０１３００１７
17,130

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１８１０１２００４７　外5件
133,200

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,338

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,000

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,740

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
520

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,500

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
972

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
7,457

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
11,200

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,800

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,000

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）１８１０２２０１４１
81,962

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）１８１０３２０１４０
54,000

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ等）平成３０年１２月、平成３１年１月分の支出について
181,583

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ等）平成３０年１２月～平成３１年２月分の支出について
278,170

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(装具代)平成３１年１月、２月分の支出について
67,123

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成３１年２月分の支出について
1,112,787

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）１８１０３２０１１５
49,308

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１７１０１２０５４７
11,842

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１７１０１２０３４４　外1件
35,600

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１８１０１２０１５９
54,050

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１７１０１２０３０９　外５件
106,800

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用図書購入にかかる経費の支出について
5,144

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 健診受診啓発用ポスター・チラシの印刷にかかる経費の支出について
27,000

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 保健福祉課事業用子育て応援マップ印刷にかかる経費の支出について
38,880

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 保健福祉課事業用子育て応援マップ印刷にかかる経費の支出について
59,400

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１７１０１２０４３８　外2件
42,174

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１７１０１２０４９９　外４件
92,336

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ等）平成３０年１０月、平成３１年１月、２月分の支出について
132,264

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）平成３１年１月、２月分の支出について
36,570

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による措置扶助金（進学準備給付金）の支出について
100,000

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等にかかる報償金の支出について（平成３１年２月分）
224,340

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用図書購入にかかる経費の支出について
2,485

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用図書購入にかかる経費の支出について
4,971

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度にかかる後見人等報酬助成金の支出について
240,000

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１８１０１２０１６８
100,000

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１７１０１２０８０５　外1件
27,500

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１７１０１２０８００
17,800

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１７１０１２０２１９　外1件
37,860

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（１月分）
2,115

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（１月分）
324

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（１月分）
324

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（１月分）
324

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（１月分）
360

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（１月分）
420

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成３０年度民生委員費用弁償（第4四半期）の支出について
923,874
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浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ等）平成３０年１１月～平成３１年２月分の支出について
174,299

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(眼鏡代・装具代)平成３１年１月、２月分の支出について
520,630

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成３１年２月分の支出について
1,078,546

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成３０年度児童委員費用弁償（第4四半期）の支出について
877,624

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張交通費の支出について（２月分）
729

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張交通費の支出について（２月分）
2,000

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張交通費の支出について（２月分）
720

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ等）平成３１年１月分の支出について
54,676

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ等）平成３０年１１月～平成３１年２月分の支出について
106,085

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）平成３１年１月、２月分の支出について
290,800

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ等）平成３０年１１月～平成３１年２月分の支出について
215,286

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）平成３１年１月～３月分の支出について
46,690

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料・その他）平成３１年１月～３月分の支出について
242,810

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（２月分）の支出について
1,520

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（２月分）の支出について
82

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（２月分）の支出について
14,829

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（２月分）の支出について
82

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（２月分）の支出について
174

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（２月分）の支出について
124,620

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（２月分）の支出について
4,536

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（２月分）の支出について
902

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（２月分）の支出について
82

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（２月分）の支出について
11,418

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月22日
国民健康保険事業会
計

保健事業費
特定健康診査等事業
費

特定健康診査等事業
費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（２月分）の支出について
82

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（福祉サービス２月分一般後納）の支出について
120

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（福祉サービス１・２月分受取人払）の支出について
970

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（福祉サービス２月分一般後納）の支出について
1,094

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（福祉サービス２月分一般後納）の支出について
1,795

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（福祉サービス２月分一般後納）の支出について
4,425

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（福祉サービス２月分一般後納）の支出について
14,231

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（福祉サービス２月分一般後納）の支出について
700

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（福祉サービス２月分一般後納）の支出について
480

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（福祉サービス１・２月分受取人払）の支出について
194

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（福祉サービス２月分一般後納）の支出について
2,995

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（福祉サービス２月分一般後納）の支出について
13,714

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（福祉サービス２月分一般後納）の支出について
5,400

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（福祉サービス２月分一般後納）の支出について
82

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）１８１０３２０１３５
47,369

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１７１０１２０２３２　外1件
33,250

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１７１０１２０６８６　外1件
37,530

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（福祉サービス２月分一般後納）の支出について
1,180

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（福祉サービス２月分一般後納）の支出について
167

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（福祉サービス２月分一般後納）の支出について
2,334

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（福祉サービス２月分一般後納）の支出について
4,886

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用等後納郵便料金（２月分）の支出について
128,285

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用等後納郵便料金（２月分）の支出について
429,571

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ等）平成３１年１月～３月分の支出について
256,893
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浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ等）平成３１年１月～３月分の支出について
186,948

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費支払資金の支出について　４月分
19,110,241

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費支払資金の支出について　４月分
9,655,957

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費支払資金の支出について　４月分
286,050

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費・教材代）平成３１年１月、２月分の支出について
412,135

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修）平成３１年３月分の支出について
6,646

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(眼鏡代・装具代)平成３０年８月～平成３１年３月分の支出について
267,930

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費支払資金の支出について　４月分
200,000

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）平成３０年１２月～平成３１年２月分の支出について
71,020

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費支払資金の支出について　４月分
1,500,000

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（福祉サービス２月分一般後納）の支出について
5,364

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（福祉サービス２月分一般後納）の支出について
668

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（福祉サービス２月分一般後納）の支出について
47,224

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（福祉サービス２月分一般後納）の支出について
510

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（福祉サービス２月分一般後納）の支出について
5,629

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（福祉サービス２月分一般後納）の支出について
289

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（福祉サービス２月分一般後納）の支出について
817

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（福祉サービス２月分一般後納）の支出について
6,191

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（福祉サービス２月分一般後納）の支出について
369

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所給食賄材料費(３月分)の支出について
2,876,750

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月25日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（福祉サービス２月分一般後納）の支出について
11,589

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（2月分一般後納）の支出について
33,625

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（2月分受取人払）の支出について
10,593

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（2月分一般後納）の支出について
9,208

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（2月分一般後納）の支出について
300

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（2月分一般後納）の支出について
38

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（2月分一般後納）の支出について
3,685

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）１８１０３２００７１
73,464

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）１８１０２２０１２８
57,439

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）１８１０２２０１３７
55,439

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１７１０１２０６９７　外２件
50,474

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１７１０１２０５７８　外５件
104,480

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成３１年２月分の支出について
644,194

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 保健福祉センター事業用公用車にかかる定期点検整備（継続検査）にかかる経費の支出について
36,612

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）平成３０年５月、平成３１年１月～３月分の支出について
50,910

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による措置扶助金（就労自立給付金）の支出について
107,696

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年３月分１回目）
1,000

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）平成３１年１月、２月分の支出について
9,972

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 BCG予防接種にかかる医師への報償金の支払いについて（３１年３月１４日実施分）
49,660

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 成年後見市長申立てにかかる診断書料の支出について
30,000

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 成年後見市長申立てにかかる診断書料の支出について
5,400

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 成年後見市長申立てにかかる診断書料の支出について
3,240

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる出張旅費の支出について（平成31年2月分）
844

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）１８１０２２０１４７
57,439

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）１８１０３２０１５１
26,241

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）１８１０２３００１３
52,399

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１７１０１２０５５９　外11件
212,370
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浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１７１０１３００１１
21,880

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１７１０１２０４８１　外1件
48,000

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１８１０１２０２６６
85,000

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１８１０１２０１０３　外4件
58,090

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 平成３０年度行旅死亡人葬祭委託経費の支出について
169,789

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ等）平成３１年１月～３月分の支出について
388,582

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ等）平成３１年１月～３月分の支出について
389,684

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）平成３１年２月分の支出について
97,200

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ等）平成３１年１月、２月分の支出について
146,596

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ等）平成３１年１月～３月分の支出について
119,715

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費・教材代）平成３０年１０月、平成３１年１月～３月分の支出について
445,596

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）平成３１年２月、３月分の支出について
38,400

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）平成３０年１１月、平成３１年３月分の支出について
5,500

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費（出産費）平成３１年１月分の支出について
200,900

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる出張旅費の支出について（平成31年2月分）
2,227

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 報酬　其他委員等報酬 浪速区認定審査会委員連絡協議会にかかる委員報酬の支出について（３月７日開催分）
370,500

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　費用弁償 浪速区認定審査会委員連絡協議会にかかる委員報酬の支出について（３月７日開催分）
360

浪速区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる出張旅費の支出について（平成31年2月分）
984

西淀川区役所 総務課 平成31年03月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用ラベルライター買入に係る経費の支出について
19,224

西淀川区役所 総務課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年２月分その２）【総務課】
17,236

西淀川区役所 総務課 平成31年03月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 西淀川区役所ＡＥＤ用除細動パッド買入にかかる経費の支出について
20,520

西淀川区役所 総務課 平成31年03月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度大阪市西淀川区役所庁舎清掃業務委託にかかる経費の支出について（長期継続契約）（１月分）
351,450

西淀川区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 平成31年２月分　庁舎管理維持用電気使用料の支出について
42,550

西淀川区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 平成31年２月分　災害対策用職員住宅什器借入における経費の支出について
9,925

西淀川区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成31年２月分　庁舎管理維持用電気使用料の支出について
1,339,443

西淀川区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西淀川区役所高所作業リフト点検業務にかかる経費の支出について
77,760

西淀川区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所窓口案内業務従事者派遣にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
183,397

西淀川区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（西淀川区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
136,027

西淀川区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＬＧＷＡＮ接続系パソコン等機器（西淀川区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
5,375

西淀川区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 西淀川区役所庁内情報利用パソコン等機器（視覚障がい者用）長期借入にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
39,420

西淀川区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン機器等の借入にかかる経費の支出について（長期継続契約）（平成31年２月分）
340,257

西淀川区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 西淀川区役所宿直用寝具等借入にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
10,800

西淀川区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金（平成31年２月分）の支出について（事務費・常時啓発費・地方選挙費）
792

西淀川区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金（平成31年２月分）の支出について（事務費・常時啓発費・地方選挙費）
7,954

西淀川区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金（平成31年２月分）の支出について（事務費・常時啓発費・地方選挙費）
9,000

西淀川区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（西淀川区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
2,957

西淀川区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 平成31年２月分　庁舎管理維持用電気使用料の支出について
298,670

西淀川区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成31年２月分　総務課・企画課分コピー代金の支出について
2,376

西淀川区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成31年２月分　総務課・企画課分コピー代金の支出について
475

西淀川区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成31年２月分　総務課・企画課分コピー代金の支出について
2,376

西淀川区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成31年２月分　総務課・企画課分コピー代金の支出について
13,655

西淀川区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成31年２月分　総務課・企画課分コピー代金の支出について
5,702

西淀川区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成31年２月分　総務課事務用郵便料金の支出について
2,110

西淀川区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 需用費　消耗品費 平成31年２月分　総務課・企画課分コピー代金の支出について
2,661

西淀川区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成31年３月分　庁舎管理用ガス使用料の支出について
293,012

西淀川区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度西淀川区役所受水槽・汚水槽・雑排水槽清掃等作業及び廃棄物収集・運搬業務にかかる経費の支出について
274,320

西淀川区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 平成31年３月分　庁舎管理用ガス使用料の支出について
51,708
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西淀川区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成31年2月分　連絡調整用市内出張交通費の支出について
1,420

西淀川区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成31年2月分　連絡調整用市内出張交通費の支出について
9,360

西淀川区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所運営事務用　トナーカートリッジほか１点買入に係る経費の支出について
30,240

西淀川区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区庁舎設備維持用　操作電源用電源装置用鉛蓄電池ほか１点（西淀川区役所）買入にかかる経費の支出について
1,134,000

西淀川区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成31年２月分　一般事務用ＦＡＸ使用料の支出について
13,024

西淀川区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成31年２月分　一般事務用電話使用料の支出について
17,845

西淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　印刷製本費 オリジナル婚姻届印刷にかかる経費の支出について（窓口サービス課）
10,692

西淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 オリジナル婚姻届印刷にかかる経費の支出について（窓口サービス課）
10,692

西淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法に基づく療養費負担金の支出について
1,225,608

西淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成３１年３月分　国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
30,000

西淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出
退職被保険者等還付
金

償還金、利子及割引料　還付金 平成３１年３月分　国民健康保険料還付金（歳出・退職）の支出について
10,000

西淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 西淀川区役所窓口サービス課住民情報業務用ボイスコール修理にかかる経費の支出について
27,540

西淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月05日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 西淀川区役所住民情報等業務等委託契約にかかる経費の支出について（平成31年1月分）
373,988

西淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 記念撮影コーナー設置用物品購入にかかる経費の支出について（のり付きパネル　買入）
13,716

西淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西淀川区役所住民情報等業務等委託契約にかかる経費の支出について（平成31年1月分）
3,395,848

西淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月11日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
111,034

西淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（戸籍登録事務用）（窓口サービス課　平成３１年２月分　その２）
11,219

西淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月12日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年２月分その２）保険年金
4,520

西淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ライフイベント事業用手がた色紙の購入にかかる経費の支出について（窓口サービス課）
361,800

西淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー代金の支出について（平成３１年２月分）
17,457

西淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（住民情報）の支出について（窓口サービス課　平成３１年２月分）
2,280

西淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 西淀川区役所住民情報等業務等委託契約にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
373,988

西淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西淀川区役所住民情報等業務等委託契約にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
3,395,848

西淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
4,998

西淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
11,578

西淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
49,311

西淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
413,315

西淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
249,503

西淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
20

西淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
23,000

西淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
52,995

西淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
160,592

西淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月26日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
14,402

西淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 戸籍登録事務用後納郵便料金の支出について（窓口サービス課　平成３１年２月分）
4,440

西淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍登録事務用後納郵便料金の支出について（窓口サービス課　平成３１年２月分）
75,400

西淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 平成３１年２月分　窓口サービス課（保険年金）分コピー代金の支出について
12,480

西淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 国保事業用等市内出張交通費の支出について（平成３１年２月分）
320

西淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 証明書発行システム用ＦＡＸ使用料の支出について（窓口サービス課　平成３１年２月分）
3,814

西淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国保事業用等市内出張交通費の支出について（平成３１年２月分）
320

西淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料還付金（還付加算金）の支出について
3,600

西淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 旅費　普通旅費 国保事業用等市内出張交通費の支出について（平成３１年２月分）
160

西淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業等事務用物品買入（ボールペン外22点）にかかる経費の支出について
4,054

西淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業等事務用物品買入（ボールペン外22点）にかかる経費の支出について
7,178

西淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業等事務用物品買入（ボールペン外22点）にかかる経費の支出について
6,000

西淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業等事務用物品買入（ボールペン外22点）にかかる経費の支出について
18,383

西淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険等事務用トナーカートリッジ買入にかかる経費の支出について
184,320

西淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業等事務用物品買入（ボールペン外22点）にかかる経費の支出について
4,368
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西淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業等事務用物品買入（ボールペン外22点）にかかる経費の支出について
27,349

西淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業等事務用物品買入（ボールペン外22点）にかかる経費の支出について
5,800

西淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 国民健康保険等事務用トナーカートリッジ買入にかかる経費の支出について
33,480

西淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 国民健康保険等事務用トナーカートリッジ買入にかかる経費の支出について
7,488

西淀川区役所 企画課 平成31年03月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報事業用西淀川区将来ビジョン冊子印刷業務にかかる経費の支出について
84,240

西淀川区役所 企画課 平成31年03月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分・企画課）
183

西淀川区役所 企画課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成30年度西淀川区広報紙印刷業務経費の支出について（平成31年３月号）
355,201

西淀川区役所 企画課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西淀川区広報紙「きらり☆にしよど」全戸配付業務経費の支出について(平成31年２月号)
367,517

西淀川区役所 企画課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度西淀川区広報紙「きらり☆にしよど」企画編集業務経費の支出について（平成31年３月号）
224,100

西淀川区役所 企画課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分企画課用　料金後納郵便にかかる経費の支出について
3,628

西淀川区役所 企画課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分企画課用　料金後納郵便にかかる経費の支出について
7,780

西淀川区役所 企画課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分企画課用　料金後納郵便にかかる経費の支出について
1,069

西淀川区役所 企画課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分企画課用　料金後納郵便にかかる経費の支出について
470

西淀川区役所 企画課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成30年度第7回西淀川区区政会議議事録作成にかかる経費の支払について（2月21日開催）
19,440

西淀川区役所 企画課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業用　タブレット端末機のレンタルにかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
3,998

西淀川区役所 企画課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年2月分インクルーシブ教育応援サポーター事業における報償金の支出について
378,692

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花と緑あふれるまちづくり推進事業及び環境美化活動事業用　自転車買入にかかる経費の支出について
22,680

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花と緑あふれるまちづくり推進事業及び環境美化活動事業用　自転車買入にかかる経費の支出について
22,680

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域支援課（地域支援グループ）事業用市内出張交通費の支出について（平成31年1月分）
1,680

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成31年1月分　地域支援課コピー代金の支出について
2,140

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成31年1月分　地域支援課コピー代金の支出について
333

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成31年1月分　地域支援課コピー代金の支出について
285

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成31年1月分　地域支援課コピー代金の支出について
2,186

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成31年1月分　地域支援課コピー代金の支出について
6,490

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成31年1月分　地域支援課コピー代金の支出について
1,045

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成31年1月分　地域支援課コピー代金の支出について
1,399

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成31年1月分　地域支援課コピー代金の支出について
866

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成31年1月分　地域支援課コピー代金の支出について
4,379

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成31年1月分　地域支援課コピー代金の支出について
1,901

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成31年1月分　地域支援課コピー代金の支出について
1,236

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 需用費　消耗品費 平成31年1月分　地域支援課コピー代金の支出について
900

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 商店街と連携した地域にぎわい創出事業用取手付折りたたみコンテナ外５点買入にかかる経費の支出について
15,930

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災事業用トイレ用汚物処理袋・凝固剤買入に係る経費の支出について
72,576

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支払いについて（平成31年2月後半分・地域支援課安全まちづくりグループ）
12,713

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支払いについて（平成31年2月後半分・地域支援課安全まちづくりグループ）
12,653

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支払いについて（平成31年2月後半分・地域支援課安全まちづくりグループ）
321

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支払いについて（平成31年2月後半分・地域支援課安全まちづくりグループ）
3,300

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支払いについて（平成31年2月後半分・地域支援課安全まちづくりグループ）
13,716

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支払いについて（平成31年2月後半分・地域支援課安全まちづくりグループ）
13,400

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花と緑あふれるまちづくり推進事業及び環境美化活動事業用　紙コップほか18点買入にかかる経費の支出について
86,027

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花と緑あふれるまちづくり推進事業及び環境美化活動事業用　紙コップほか18点買入にかかる経費の支出について
68,413

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域支援課（安全まちづくり　まちづくり推進）事業用市内出張交通費の支出について（平成３０年度２月分）
4,260

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 スポーツ推進委員にかかる報酬（平成30年度下半期分）の支出について
196,800

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災事業用テープのり詰め替え用カートリッジ外４点買入に係る経費の支出について
29,862

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　負担金 無線機配備に伴う電波利用料（９台）の支出について
5,400

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域支援課（安全まちづくりグループ）事業用　後納郵便の支出について（平成31年2月分）
1,558

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域支援課（安全まちづくりグループ）事業用　後納郵便の支出について（平成31年2月分）
2,260
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西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域支援課（安全まちづくりグループ）事業用　後納郵便の支出について（平成31年2月分）
7,528

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域支援課（安全まちづくりグループ）事業用　後納郵便の支出について（平成31年2月分）
1,804

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 校庭等の芝生化事業用平成３０年度「校庭芝生維持管理技術指導」業務委託にかかる経費の支出について
93,960

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区内企業と連携した活力あるまちづくり支援事業用のり付パネル外６点買入にかかる経費の支出について
29,473

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全推進事業及び環境美化活動事業用携帯電話使用にかかる経費の支出（２月分）について
3,466

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域支援グループ事業用後納郵便料の支出について（平成３１年２月分）
5,658

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域支援グループ事業用後納郵便料の支出について（平成３１年２月分）
2,866

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全推進事業及び環境美化活動事業用携帯電話使用にかかる経費の支出（２月分）について
3,186

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域支援グループ事業用後納郵便料の支出について（平成３１年２月分）
1,148

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域支援グループ事業用後納郵便料の支出について（平成３１年２月分）
750

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域支援グループ事業用後納郵便料の支出について（平成３１年２月分）
140

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域支援グループ事業用後納郵便料の支出について（平成３１年２月分）
830

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成３１年２月分地域支援課（安全まちづくりグループ）事務用市内出張交通費の支出について
4,180

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成３１年２月分地域支援課（安全まちづくりグループ）事務用市内出張交通費の支出について
3,080

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災事業用ゼッケンベスト買入に係る経費の支出について
38,556

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 地域防災事業用　ボランティア活動保険（地域防災リーダー）の支出について
218,400

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 防犯カメラ（街頭用）（西淀川区役所）一式長期借入にかかる経費（２月分）の支出について
295,596

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　負担金 無線機配備に伴う電波利用料（２５台分）の支出について
15,000

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成３１年度西淀川区における啓発推進員配置等による放置自転車対策業務委託公募型プロポーザルにかかる選定委員報償金の支出について
33,900

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成31年2月分　地域支援課コピー代金の支出について
702

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成31年2月分　地域支援課コピー代金の支出について
7,128

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成31年2月分　地域支援課コピー代金の支出について
4,526

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成31年2月分　地域支援課コピー代金の支出について
3,390

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成31年2月分　地域支援課コピー代金の支出について
760

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成31年2月分　地域支援課コピー代金の支出について
4,132

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成31年2月分　地域支援課コピー代金の支出について
3,802

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災事業用デジタル簡易無線機外２点買入に係る経費の支出について
143,208

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成31年2月分　地域支援課コピー代金の支出について
4,033

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成31年2月分　地域支援課コピー代金の支出について
385

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成31年2月分　地域支援課コピー代金の支出について
285

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 環境美化活動事業用　美化啓発及び事業周知ポスター印刷（その2）にかかる経費の支出について
79,736

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯環境向上事業用防犯カメラ電気代（２月分）にかかる経費の支出について
17,067

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 青色防犯パトロール車両のフロントタイヤ交換にかかる経費の支出について
19,224

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 地域防災事業用デジタル簡易無線機外２点買入に係る経費の支出について
5,318

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 地域防災事業用デジタル簡易無線機外２点買入に係る経費の支出について
31,320

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度PTA・社会教育団体対象学習会助成事業「２年生いのちのふれあい授業」（大阪市立柏里小学校ＰＴＡ）講師報償金の支出について
8,320

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度　西淀川区における新たな地域コミュニティ支援事業業務委託選定会議にかかる報償金の支出について
52,660

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域支援課（地域支援グループ）事業用市内出張交通費の支出について（平成３１年２月分）
240

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　負担金 無線機配備に伴う電波利用料（１台分）の支出について
600

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　負担金 無線機配備に伴う電波利用料（４台分）の支出について
2,400

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 図書に親しみ多世代が交流する環境づくり事業用　図書買入（平成30年度下半期分）にかかる経費の支出について
18,219

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区内企業と連携した活力あるまちづくり支援事業用表彰楯買入にかかる経費の支出について
5,832

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花と緑あふれるまちづくり推進事業用　憩いの花壇用金魚草ほか20点買入にかかる経費の支出について
324,000

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 図書に親しみ多世代が交流する環境づくり事業用　 ブックエンドほか5点事務用品買入にかかる経費の支出について
18,448

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成30年度　みんな大好き西淀川事業 情報紙印刷にかかる経費の支出について
23,760

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 花と緑あふれるまちづくり推進事業用　花と緑のサポーター通信印刷にかかる経費の支出について
28,620

西淀川区役所 地域支援課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　図書購入費 図書に親しみ多世代が交流する環境づくり事業用　図書買入（平成30年度下半期分）にかかる経費の支出について
8,467
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西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 健康推進事業用平成30年度1月分市内出張交通費の支出について
5,774

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 健康推進事業用平成30年度1月分市内出張交通費の支出について
960

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉　社会復帰相談指導・家族教室　講師謝礼の支出について（２月分）
9,380

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費（特別保育分）平成３１年３月分の支出について
20,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費（通常保育分）平成３１年３月分の支出について
150,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
47,360

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
95,452

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
12,030

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
12,030

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
293,540

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
9,072

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
8,300

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
18,450

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
9,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
133,184

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
191,503

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
3,800

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
3,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
3,860

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
29,620

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
2,880

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費（葬祭扶助金）の支出について
10,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
7,128

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
2,800

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による住宅改修費（介護扶助金）の支出について
9,548

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
470

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料（医療扶助金）の支出について
32,330

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金（措置扶助金）の支出について
67,424

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 平成３０年度　成年後見等開始の審判請求にかかる診断書作成料の支出について
5,940

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等助成にかかる経費の支出について
240,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による検診料（医療扶助金）の支出について
13,010

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
44,288

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
57,880

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
54,098

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
129,470

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による家財処分料（生活扶助金）の支出について
151,200

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による荷造費・運搬費（生活扶助金）の支出について
96,120

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
19,065

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
3,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
11,520

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
1,760

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
5,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
840

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
360

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
6,400

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 健康推進事業用平成30年度2月分小口支払基金の繰入について
11,467
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西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 健康推進事業用平成30年度2月分小口支払基金の繰入について
6,345

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 健康遊具（大野川緑陰道路内設置）の修繕に伴う支出について
108,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 健康推進事業用平成30年度2月分小口支払基金の繰入について
10,152

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 健康推進事業用平成30年度2月分小口支払基金の繰入について
3,380

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 健康推進事業用平成30年度2月分小口支払基金の繰入について
4,914

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領承認）
1,846

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領承認）
3,144

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領承認）
1,048

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領承認）
14,676

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領承認）
500,661

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領承認）
83,630

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領承認）
29,805

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
17,360

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
30,416

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
600

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
220

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
3,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 健康推進事業用平成30年度2月分小口支払基金の繰入について
2,300

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当給付金の支出について
10,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉事務用自転車及び付属品の購入にかかる経費の支出について
28,944

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉事務用自転車及び付属品の購入にかかる経費の支出について
14,040

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
20,500

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料（医療扶助金）の支出について
26,671

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（医療扶助金）の支出について
2,830

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
214,416

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金（措置扶助金）の支出について
20,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金（措置扶助金）の支出について
25,288

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成３０年１１月分市立保育所消耗品費（通常保育分）の戻入誤りによる還付について
28

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 平成３０年度　成年後見等開始の審判請求にかかる診断書作成料の支出について
3,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年２月分その２）【生活支援】
8,100

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年２月分その２）【生活支援】
2,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
5,616

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
46,593

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による荷造費・運搬費（生活扶助金）の支出について
96,120

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
3,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
6,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料（医療扶助金）の支出について
32,330

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料（医療扶助金）の支出について
32,800

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
3,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
263,870

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉給付費・高額障がい児施設給付費の支出について
33,298

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉給付費・高額障がい児施設給付費の支出について
31,584

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉給付費・高額障がい児施設給付費の支出について
21,529

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉給付費・高額障がい児施設給付費の支出について
24,599

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による荷造費・運搬費（生活扶助金）の支出について
59,400

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
12,650

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
63,812
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西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による荷造費・運搬費（生活扶助金）の支出について
66,960

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入費（介護扶助金）の支出について
3,970

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
2,080

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
5,970

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
4,560

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所賄材料費平成３１年３月分の支出について
2,070,500

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
243,452

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
163,276

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
128,210

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
11,330

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
26,700

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
31,230

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
55,280

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
34,560

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
82,080

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
103,900

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
6,800

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
3,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成３０年度　結核予防接種事業　ＢＣＧ従事医師報償金の支出について（２月分）
49,660

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 住宅改修理由書作成費　平成31年2月請求分の支出について
6,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 健康推進事業等事業用ボールペン外29点の購入かかる経費の支出について
21,773

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領承認）
57,439

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領承認）
14,085

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領承認）
25,985

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領承認）
47,212

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
1,096

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による荷造り費・運搬費（生活扶助金）の支出について
63,720

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
24,500

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料（医療扶助金）の支出について
21,940

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
2,940

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
3,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料（医療扶助金）の支出について
22,846

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による訪問看護料（医療扶助金）の支出について
20,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
234,710

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 健康推進事業等事業用ボールペン外29点の購入かかる経費の支出について
7,506

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 健康推進事業等事業用ボールペン外29点の購入かかる経費の支出について
5,124

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 健康推進事業等事業用ボールペン外29点の購入かかる経費の支出について
6,188

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務用　市内出張交通費の支出について（２月分）
540

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務執行用背表紙伸縮式紙ファイル外１８点買入にかかる経費の支出について
25,955

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務執行用背表紙伸縮式紙ファイル外１８点買入にかかる経費の支出について
22,248

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 需用費　消耗品費 健康推進事業等事業用ボールペン外29点の購入かかる経費の支出について
30,188

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

需用費　消耗品費 健康推進事業等事業用ボールペン外29点の購入かかる経費の支出について
6,223

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月分）
2,041

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月分）
1,023

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月分）
625

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
13,140

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による荷造費・運搬費（生活扶助金）の支出について
58,644
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西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による住宅改修費（介護扶助金）の支出について
2,052

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による住宅改修費（介護扶助金）の支出について
3,070

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
740

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
200

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
8,420

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
720

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
1,600

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
4,600

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
17,500

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
5,400

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
239,960

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による進学準備給付金（措置扶助金）の支出について
100,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による進学準備給付金（措置扶助金）の支出について
300,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による進学準備給付金（措置扶助金）の支出について
100,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月分）
6,617

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月分）
3,844

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成３０年度　母子保健事業（乳幼児健康診査等）従事医師等報償金の支出について（２月分）
429,280

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

需用費　消耗品費 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月分）
9,158

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

需用費　食糧費 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月分）
1,080

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月分）
5,576

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月分）
6,800

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
14,400

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
897,204

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
3,800

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
1,900

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
4,300

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
5,400

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
2,640

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
5,970

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
2,200

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
696,664

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度子育てを応援する担い手育成・地域連携事業の業務委託にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
593,083

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
25,200

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
87,400

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
139,205

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
48,168

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
5,800

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料（医療扶助金）の支出について
24,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
19,170

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
20,500

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
5,400

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
7,630

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
230,170

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉事務用ふせん外11点買入にかかる経費の支出について
22,896

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領承認）
5,868

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領承認）
9,432

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領承認）
7,250
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西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領承認）
1,846

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領承認）
81,962

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領承認）
99,405

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
93,460

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度心身障がい者（児）住宅改修給付費の支出について（代理受領承認）
1,000,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
14,678

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援業務用朱肉ほか２２点買入における経費の支出について
1,373

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援業務用朱肉ほか２２点買入における経費の支出について
4,392

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援業務用朱肉ほか２２点買入における経費の支出について
1,528

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援業務用朱肉ほか２２点買入における経費の支出について
13,084

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援業務用朱肉ほか２２点買入における経費の支出について
1,416

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援業務用朱肉ほか２２点買入における経費の支出について
12,077

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援業務用朱肉ほか２２点買入における経費の支出について
2,698

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援業務用後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
194

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援業務用後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
8,092

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援業務用後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
91,780

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援業務用後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
220,326

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
147,196

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
117,444

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
7,480

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料（医療扶助金）の支出について
16,200

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
11,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料（医療扶助金）の支出について
311,046

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成31年2月分）
1,370

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成31年2月分）
14,526

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
12,991

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
440

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
17,600

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
20,500

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
104,440

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
9,150

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
13,160

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　平成31年４月分（1回目）の支出について
13,500,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費　平成31年４月分（1回目）の支出について
6,000,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
4,313

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　平成31年４月分（1回目）の支出について
400,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料（医療扶助金）の支出について
35,003

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
5,500

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
780

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
6,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
1,380

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
2,720

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
57,900

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
5,400

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
2,450

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
12,630
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西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　平成31年４月分（1回目）の支出について
300,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
5,230

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費　平成31年４月分（1回目）の支出について
2,500,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
246,410

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
457,668

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金（措置扶助金）の支出について
20,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による進学準備給付金（措置扶助金）の支出について
100,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金（措置扶助金）の支出について
30,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
61,189

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
24,435

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
4,920

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
14,514

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付事務費

需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成31年2月分）
12,217

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付事務費

役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
52,707

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度「子育てを応援する担い手育成・地域連携事業」事業者選定委員にかかる報償金の支出について
34,300

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課(生活支援グループ）用市内出張交通費の支出について（２月分）
840

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成31年2月分）
4,470

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成31年2月分）
1,810

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成31年2月分）
1,260

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 健康推進事業用平成30年度2月分後納郵便料金の支出について
2,098

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 手話通訳サービス等用タブレット端末機のレンタルにかかる経費の支出について（平成31年2月分）
3,998

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成30年度民生委員・児童委員費用弁償にかかる支出について（第4四半期分）
1,064,125

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
4,874

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
70,640

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
32,310

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
6,880

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
13,750

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
34,700

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
161,690

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
16,200

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
154,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成31年2月分）
900

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 保健福祉課(生活支援グループ）用市内出張交通費の支出について（２月分）
3,200

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 保健福祉課(生活支援グループ）用市内出張交通費の支出について（２月分）
800

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 保健福祉課(生活支援グループ）用市内出張交通費の支出について（２月分）
1,760

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 健康推進事業用平成30年度2月分後納郵便料金の支出について
246

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 健康推進事業用平成30年度2月分後納郵便料金の支出について
164

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 健康推進事業用平成30年度2月分後納郵便料金の支出について
16,866

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 健康推進事業用平成30年度2月分後納郵便料金の支出について
1,476

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成31年2月分）
360

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 健康推進事業用平成30年度2月分後納郵便料金の支出について
362

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 健康推進事業用平成30年度2月分後納郵便料金の支出について
2,400

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 健康推進事業用平成30年度2月分後納郵便料金の支出について
12,650

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成30年度民生委員・児童委員費用弁償にかかる支出について（第4四半期分）
1,010,375

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 健康推進事業用平成30年度2月分後納郵便料金の支出について
246

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成31年2月分）
1,180

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 健康推進事業用平成30年度2月分後納郵便料金の支出について
14,984
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西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 平成３０年度介護保険事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
67,160

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 健康推進事業用平成30年度2月分後納郵便料金の支出について
1,230

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
19,440

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）用コピー代金の支出について（平成３１年２月分）
19,501

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による家財処分料（生活扶助金）の支出について
232,200

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
840

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
20,700

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
1,560

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 健康推進事業用平成30年度2月分市内出張交通費の支出について
8,888

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 健康推進事業用平成30年度2月分市内出張交通費の支出について
440

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成３０年度２月分保健福祉課（健康推進）コピー代金の支出について
12,742

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
20,500

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
20,500

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による荷造費・運搬費（生活扶助金）の支出について
140,400

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
95,150

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
3,520

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
2,160

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
380

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
8,640

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
5,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
235

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
1,760

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
5,400

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
3,360

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
6,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
3,860

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料（医療扶助金）の支出について
177,820

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員活動費（平成31年1月～3月分）にかかる経費の支出について
9,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領承認）
966,301

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領承認）
108,276

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領承認）
5,302

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領承認）
30,916

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領承認）
3,550

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領承認）
32,026

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
18,144

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
20,500

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入費（介護扶助金）の支出について
2,160

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
760

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による検診料（医療扶助金）の支出について
22,920

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
22,360

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による進学準備給付金（措置扶助金）の支出について
100,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による進学準備給付金（措置扶助金）の支出について
100,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による進学準備給付金（措置扶助金）の支出について
100,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金（措置扶助金）の支出について
20,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉　社会復帰相談指導・家族教室　講師謝礼の支出について（３月分）
9,380

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成にかかる経費の支出について
259,200

西淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成にかかる経費の支出について
216,000
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淀川区役所 総務課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ＡＥＤ用電極パッドほか１点の買入にかかる経費の支出について
199,260

淀川区役所 総務課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 淀川区災害対策用職員住宅管理にかかる電話代の支出について（２月分）
3,036

淀川区役所 総務課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分４回目）
3,130

淀川区役所 総務課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分４回目）
2,914

淀川区役所 総務課 平成31年03月08日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分１回目）
106

淀川区役所 総務課 平成31年03月08日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分１回目）
3,358

淀川区役所 総務課 平成31年03月08日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分１回目）
9,840

淀川区役所 総務課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 障がい者の就業訓練を目的とした大阪市淀川区役所庁舎清掃業務委託　長期継続の実施にかかる経費の支出について（平成31年1月分）
138,399

淀川区役所 総務課 平成31年03月13日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 統一地方選挙用特定封筒の買入並びに同経費の支出について
126,600

淀川区役所 総務課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 淀川区役所庁舎受水槽及び雑用水槽電極取替業務の実施に係る経費の支出について
184,680

淀川区役所 総務課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度淀川区役所庁舎給排水衛生設備維持管理業務の実施に係る経費の支出について（７回目）
9,180

淀川区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（１月分）
14,021

淀川区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成３０年度淀川区役所宿直用寝具借入に係る経費支出について（２月分）
9,936

淀川区役所 総務課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分２回目）
1,594

淀川区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 深夜帰宅にかかるタクシー代の支出について（平成31年3月7日分）
1,480

淀川区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 淀川区災害対策用職員住宅什器賃貸借の実施並びに当該経費の支出について（平成31年2月分）
9,720

淀川区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 区役所事務用市内出張交通費の支出について（２月請求分）
23,958

淀川区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所・淀川屋内プール複合庁舎管理にかかる下水道代の支出について（２月分）
80,786

淀川区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 淀川区役所庁舎６階電気室空調機器修繕業務の実施にかかる経費の支出について
291,600

淀川区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用料金後納郵便利用にかかる経費の支出について（２月分）
38,086

淀川区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成30年度淀川区役所一般廃棄物収集運搬業務（単価契約）にかかる経費の支出について（２月分）
8,300

淀川区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３０年度淀川区役所産業廃棄物収集運搬・処分業務（概算契約）（その３）にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
61,142

淀川区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器（淀川区役所）一式　長期借入の実施にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
401,538

淀川区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 旅費　普通旅費 区役所事務用市内出張交通費の支出について（２月請求分）
360

淀川区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　光熱水費 淀川区役所・淀川屋内プール複合庁舎管理にかかる下水道代の支出について（２月分）
580,341

淀川区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所・淀川屋内プール複合庁舎管理にかかる水道代の支出について（２月分）
169,276

淀川区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理にかかる電気代の支出について（２月分）
1,057,805

淀川区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用ならびに選挙啓発用等後納郵便料金の支払いについて（２月分）
1,107

淀川区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用ならびに選挙啓発用等後納郵便料金の支払いについて（２月分）
7,038

淀川区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分３回目）
13,996

淀川区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務用ならびに選挙啓発用等後納郵便料金の支払いについて（２月分）
7,572

淀川区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　光熱水費 淀川区役所・淀川屋内プール複合庁舎管理にかかる水道代の支出について（２月分）
988,101

淀川区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理にかかる電気代の支出について（２月分）
1,350,471

淀川区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度淀川区役所旧庁舎清掃業務委託の実施に係る経費の支出について（２月分）
6,156

淀川区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理用ガス使用料の支出について（３月分）
118,930

淀川区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所事務（証明書発行）用電話代の支出について（２月分）
3,814

淀川区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 障がい者の就業訓練を目的とした大阪市淀川区役所清掃業務委託（長期継続）の実施にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
1,093,192

淀川区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度淀川区役所ほか2施設機械警備業務委託の実施にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
75,600

淀川区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（淀川区役所）一式　長期借入の実施にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
234,061

淀川区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（淀川区役所）一式長期借入の実施にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
32,367

淀川区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

選挙常時啓発費 需用費　消耗品費 選挙啓発用パンチングメタルパーテーションの買入の実施並びに経費の支出について（その２）
49,248

淀川区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 需用費　消耗品費 統一地方選挙用コードリールほか1点　買入にかかる経費の支出について
42,379

淀川区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（淀川区役所）一式　長期借入の実施にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
2,962

淀川区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理用ガス使用料の支出について（３月分）
1,637,317

淀川区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 需用費　食糧費 統一地方選挙従事者用お茶　買入にかかる経費の支出について
40,104

淀川区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用電話機の買入にかかる経費の支出について
172,800

淀川区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成３０年度２月分淀川区役所庁舎管理にかかる電話代の支出について
16,202
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淀川区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

選挙常時啓発費 役務費　手数料 選挙啓発用マスコットキャラクターセンキョン着ぐるみクリーニング業務の実施並びに経費の支出について
43,200

淀川区役所 市民協働課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課（教育支援）にかかる市内出張旅費の支出について（平成３１年１月分）
8,020

淀川区役所 市民協働課 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
9,936

淀川区役所 市民協働課 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
9,396

淀川区役所 市民協働課 平成31年03月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 平成30年度淀川区子どもの睡眠習慣改善支援事業（ヨドネル）講演会実施にかかる報償金の支出について（加島小学校）
15,520

淀川区役所 市民協働課 平成31年03月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 民間事業者を活用した課外授業（ヨドジュク）タブレット修理業務委託の実施について
55,080

淀川区役所 市民協働課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯啓発用鉛筆セット買入並びに同経費の支出について
81,000

淀川区役所 市民協働課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全対策事業用「安全マップ付下敷き」印刷並びに同経費の支出について
252,140

淀川区役所 市民協働課 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 淀川区教育講演会に係る手話通訳業務の委託経費の支出について（加島小学校実施分）
12,960

淀川区役所 市民協働課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事業に係るコピー代（１月分）の支出について
25,597

淀川区役所 市民協働課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度淀川区発達障がいサポート事業にかかる報償金の支出について(1月分)
363,951

淀川区役所 市民協働課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度淀川区小学生補習充実事業にかかる報償金の支出について(1月分)
165,770

淀川区役所 市民協働課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用ロール紙ほか２点の買入にかかる経費の支出について
110,376

淀川区役所 市民協働課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平成31年度発達障がいサポート事業のサポーターにかかる保険料の支出について
68,600

淀川区役所 市民協働課 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 平成30年度校長経営戦略支援予算（淀川区担当教育次長執行枠）児童・生徒の体力づくり支援事業にかかる講師謝礼の支出について（２月支払分）
266,800

淀川区役所 市民協働課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成３０年度スポーツ推進委員報酬（１０月～３月分）の支払いについて
211,200

淀川区役所 市民協働課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（市民協働課２月分）
9,820

淀川区役所 市民協働課 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 子どもの睡眠習慣改善事業に係る懸垂幕（睡眠啓発）の買入経費の支出について
51,840

淀川区役所 市民協働課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 はぐくみネット事業講師謝礼金（新東三国小学校区）の支出について（第１３回）
15,000

淀川区役所 市民協働課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ＩＰ無線機回線使用料の支出について（２月分）
4,536

淀川区役所 市民協働課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 平成30年度校長経営戦略支援予算（淀川区担当教育次長執行枠）区内小中学生対象スポーツ体験イベントにかかる講師謝礼の支出について
62,200

淀川区役所 市民協働課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 淀川区学力向上支援事業（淀川漢字名人育成計画）にかかる受検料の支出について（東三国中学校実施分）
158,425

淀川区役所 市民協働課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 2019年度淀川区ＬＧＢＴ支援事業公募型プロポーザル選定委員会にかかる報償金の支出について
15,940

淀川区役所 市民協働課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 防犯カメラ（街頭用）（淀川区役所）一式　長期借入の実施及び同経費の支出について　（2月分）
258,660

淀川区役所 市民協働課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 防犯カメラ（街頭用）（淀川区役所）一式　長期借入の実施及び同経費の支出について　（2月分）
160,704

淀川区役所 市民協働課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費
スリーアイズ用品一式の買入にかかる経費の支出について（平成30年度校長経営戦略支援予算（淀川区担当教育次長執行枠）児童・生徒の体力づくり支援事
業） 165,000

淀川区役所 市民協働課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成31年２月分の料金後納郵便料金の支出について
18,065

淀川区役所 市民協働課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 啓発指導員による放置自転車対策業務委託契約の実施にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
93,532

淀川区役所 市民協働課 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成31年２月分の料金後納郵便料金の支出について
3,174

淀川区役所 市民協働課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 防犯カメラ設置にかかる電柱共架料の支出について（平成30年度分）
12,096

淀川区役所 市民協働課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31（2019）年度 新たな地域コミュニティ支援事業委託先選定会議にかかる選定委員報償金の支出について
8,570

淀川区役所 市民協働課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31（2019）年度 新たな地域コミュニティ支援事業委託先選定会議にかかる選定委員報償金の支出について
8,250

淀川区役所 市民協働課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31（2019）年度 新たな地域コミュニティ支援事業委託先選定会議にかかる選定委員報償金の支出について
8,570

淀川区役所 市民協働課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31（2019）年度 新たな地域コミュニティ支援事業委託先選定会議にかかる選定委員報償金の支出について
8,250

淀川区役所 市民協働課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 種から育てる地域の花づくり支援事業用ナデシコ（種）外６点買入の支出について
45,684

淀川区役所 市民協働課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度 淀川区民センター及び淀川区老人福祉センター指定管理業務代行料の支出について（２月分）
2,458,908

淀川区役所 市民協働課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 学校体育施設開放事業用移動式多目的支柱の買入にかかる経費の支出ついて
48,060

淀川区役所 市民協働課 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 淀川区学力向上支援事業（淀川漢字名人育成計画）にかかる受検料の支出について（淀川区役所実施分）
603,775

淀川区役所 市民協働課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー用ゴム半長靴ほか1点の購入並びに同経費の支出について（その３）
132,516

淀川区役所 市民協働課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 平成30年度民間事業者を活用した課外授業（ヨドジュク）のためのワイヤレスインターネット通信使用料の支出について(平成31年2月分)
18,928

淀川区役所 市民協働課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 平成30年度民間事業者を活用した課外授業（ヨドジュク）のためのワイヤレスインターネット通信使用料の支出について(平成31年2月分)
108

淀川区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度生涯学習ルーム事業にかかる報償金の支出について（３月支払分）
245,700

淀川区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 雨合羽（淀川区役所）の買入（その２）について
416,340

淀川区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 淀川区災害対策本部機能充実事業用ラミネートフィルムほか８点の買入にかかる経費の支出について
192,294

淀川区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー装備品用防災作業服上衣ほか5点の買入並びに同経費の支出について（その３）
353,484

淀川区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯業務用自転車バスケットカバー買入並びに同経費の支出について
49,680

淀川区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 子どもの安全見守り等防犯カメラ脱着業務にかかる経費の支出について
54,000
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淀川区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 子どもの安全見守り等防犯カメラ移設業務の実施並びに同経費の支出について
64,800

淀川区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 帰宅困難者対策用ＩＰ無線装置（淀川区役所）の買入（その２）について
453,600

淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納還付金　平成31年3月分支払資金（一般）の支出について
300,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出
退職被保険者等還付
金

償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納還付金　平成31年3月分支払資金（退職）の支出について
10,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所保険年金窓口業務等委託にかかる経費の支出について（平成31年1月分）
593,190

淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月07日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所保険年金窓口業務等委託にかかる経費の支出について（平成31年1月分）
1,186,380

淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月07日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所保険年金窓口業務等委託にかかる経費の支出について（平成31年1月分）
593,190

淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
9,470

淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
10,530

淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月08日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料過誤納還付加算金の支出について
1,300

淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月08日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納還付金（一般）の支出について
193,383

淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 戸籍事務用淀川区オリジナル婚姻届の印刷について
25,920

淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（戸籍）事務用コピー代の支出について（１月分）
6,111

淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民登録）事務用コピー代の支出について（１月分）
7,151

淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月15日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業にかかるコピー代の支出について（平成３１年１月分）
4,718

淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月15日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料過誤納還付加算金の支出について
6,600

淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月15日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納還付金（一般）の支出について
376,011

淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月20日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国民健康保険事務用（保険年金）市内出張交通費の支給について（平成30年7月～11月分）
870

淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月20日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業にかかるコピー代の支出（保険）について（平成３１年１月分）
9,597

淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月20日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成31年3月支給決定国民健康保険療養費（一般）の支給について
1,061,355

淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月20日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成31年3月支給決定分大阪市国民健康保険にかかる葬祭費の支出について
1,150,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月20日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担
金

平成31年3月支給決定分大阪市国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について
1,918,693

淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月20日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険
給付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成31年3月支給決定国民健康保険療養費（退職）の支給について
6,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用後納郵便料金の支払いについて（２月分）
6,142

淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用後納郵便料金の支払いについて（２月分）
82,050

淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（外国人登録）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
1,666

淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３０年度淀川区役所窓口サービス課（住民登録・戸籍）にかかる書類搬送設備保守点検業務委託の支出について（完納）
27,432

淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業にかかる平成３１年２月分料金後納（受取人払）郵便料の支出について
12,697

淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国民健康保険事務用市内出張交通費の支出について（平成30年4月～平成31年2月分）
2,420

淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業等にかかる平成３１年２月分料金後納郵便料の支出について
150,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業にかかる平成３１年２月分料金後納（受取人払）郵便料の支出について
35,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国民健康保険事務用市内出張交通費の支出について（平成30年4月～平成31年2月分）
5,758

淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる平成３１年２月分料金後納郵便料（管理・受取人払）の支出について
63,979

淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業等にかかる平成３１年２月分料金後納郵便料の支出について
150,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる平成３１年２月分料金後納郵便料（管理）の支出について
882,252

淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業にかかる平成３１年２月分料金後納（受取人払）郵便料の支出について
35,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業等にかかる平成３１年２月分料金後納郵便料の支出について
100,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業等にかかる平成３１年２月分料金後納郵便料の支出について
149,114

淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
4,046

淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
15,954

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
17,000

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
6,156

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
29,200

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育所における消耗品事業資金の支出について（特別保育）３月分
20,000

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分・１回目）
2,960

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所における消耗品事業資金の支出について（通常保育）３月分
150,000

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分・１回目）
200
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淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分・１回目）
3,400

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

扶助費　其他扶助金 後見人等の報酬助成にかかる費用の支出について
205,200

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
28,617

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
131,899

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
11,850

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
48,000

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
529,838

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
46,880

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
21,280

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
454,700

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
34,212

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
53,770

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
50,000

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
40,017

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
181,120

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による進学準備給付金の支出について
200,000

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金
淀川区子育て講座“ゆめちゃんハッピールーム”特別編～子育てのイライラ・不安解消～『ママの気持ちがラクになる　癒しの子育て講座』の講師謝礼の支出につ
いて 22,160

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 子育て支援担当業務にかかる市内出張交通費の支出について（平成31年1月分）
2,760

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 子育て支援担当業務にかかる市内出張交通費の支出について（平成31年1月分）
2,372

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
129,725

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
29,770

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
38,932

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
244,400

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
42,452

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
56,310

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による進学準備給付金の支出について
100,000

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 淀川区子育てサービス利用者支援事業委託事業者選定委員報酬の支出について
26,400

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
65,850

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費の支出について
11,340

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
10,400

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
24,400

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
44,510

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用養生用テープほか２０点の買入にかかる経費の支出について
8,072

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用養生用テープほか２０点の買入にかかる経費の支出について
30,399

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児給付費の支給について
13,800

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児給付費の支給について
13,800

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
68,391

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
181,656

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
94,654

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
1,400

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
5,400

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
17,800

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
254,297

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
18,000

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
5,400

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
231,796

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
100,539
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淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成30年度コホート検討会にかかる医師報償金の支払いについて（3回目）
11,360

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用養生用テープほか２０点の買入にかかる経費の支出について
33,948

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防地域健康講座講師にかかる報償金の支払いについて
44,080

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分・２回目）
216

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生活支援担当事務用コピー代の支出について（平成31年1月分）
33,278

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分・２回目）
10,000

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
1,147,399

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
276,462

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
155,728

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
172,920

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
10,054

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
512,673

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
26,775

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
30,130

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
16,080

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
47,050

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
46,802

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分・２回目）
2,891

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分・２回目）
2,952

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分・２回目）
1,640

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分・２回目）
4,100

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分・２回目）
820

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分・２回目）
902

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
37,085

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
22,360

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
237,380

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
28,327

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
42,140

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
41,040

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
149,653

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
60,960

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
7,620

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
223,524

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
28,620

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練教室にかかる講師料の支出について（平成31年2月分）
9,780

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年２月分）
2,484

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年２月分）
9,200

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
50,728

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
34,310

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
230,284

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 成年後見市長審判請求にかかる診断書料の支出について
5,400

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 公用車の車両継続検査にかかる自賠責保険料及び重量税の支出について
25,830

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 庁舎共用スペース用3連掛け背有りいすほか3点の買入並びに同経費の支出について
522,180

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 公課費　公課費 公用車の車両継続検査にかかる自賠責保険料及び重量税の支出について
34,200

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
6,760

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
74,559

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
86,522
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淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
1,014,752

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
17,800

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
64,627

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
42,056

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
85,000

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（西中島小中学校　平成３１年２月分　他１件）
107,953

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（啓発小学校　平成３１年２月分　他５件）
136,581

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用並びに子育て支援担当事務用コピー代の支出について（１月分）
29,002

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
288,992

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
35,544

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる平成３１年３月分生活保護費の支出について（追加分）
2,000,000

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法にかかる平成３１年３月分生活保護費の支出について（追加分）
2,000,000

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法にかかる平成３１年３月分生活保護費の支出について（追加分）
200,000

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成３０年度淀川区子育てサービス利用者支援事業業務委託契約にかかる経費の支出について（２月分）
561,000

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分・１回目）
8,200

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分・１回目）
1,000

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（３月分・１回目）
3,400

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
12,030

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
70,100

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
37,650

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
20,088

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
81,000

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（三国中学校　平成３１年２月分　他３件）
673,547

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
20,000

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
35,744

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
11,740

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
38,670

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
13,800

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
180,980

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
94,246

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生活支援担当業務用ビジネスバックほか３点の買入にかかる経費の支出について
24,786

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成３０年度民生委員・児童委員費用弁償(第４四半期)の支出について
1,752,833

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉業務用プリンタートナーカートリッジの買入並びに同経費の支出について
30,544

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉・介護保険）事務用コピー代の支出について（１月分）
13,178

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
59,400

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
42,123

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（木川小学校　平成３１年２月分　他６件）
359,922

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
147,215

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
22,220

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
182,370

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 予防接種（ＢＣＧ２月分）にかかる医師報償金の支出について
99,320

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成３０年度民生委員・児童委員費用弁償(第４四半期)の支出について
1,676,583

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 保健福祉業務用プリンタートナーカートリッジの買入並びに同経費の支出について
20,000

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉・介護保険）事務用コピー代の支出について（１月分）
4,102

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
57,439

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
17,685

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
46,007
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淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
326,847

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
35,514

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
196,463

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
87,400

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
13,130

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
24,000

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
42,406

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
5,400

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
10,400

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
403,932

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 壮年健康教育用パンフレットの印刷にかかる経費の支出について
12,960

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 淀川区要保護児童対策地域協議会専門的研修会の講師謝礼の支出について
22,800

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子ども未来輝き事業（小学生・中学生のための学習支援事業）（概算契約）委託事業者選定委員会報酬の支出について
21,500

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（平成31年2月分）
806

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（平成31年2月分）
6,620

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（平成31年2月分）
59,045

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（平成31年2月分）
1,342

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（平成31年2月分）
164

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（平成31年2月分）
20,198

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（平成31年2月分）
2,962

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（平成31年2月分）
9,241

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（平成31年2月分）
16,049

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（平成31年2月分）
5,945

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
48,600

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる平成３１年４月分生活保護費の支出について
16,000,000

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法にかかる平成３１年４月分生活保護費の支出について
8,000,000

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる平成３１年４月分生活保護費の支出について
100,000

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（野中小学校　平成３１年２・３月分　他２件）
154,422

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる平成３１年４月分生活保護費の支出について
50,000

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
53,660

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
13,960

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法にかかる平成３１年４月分生活保護費の支出について
700,000

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
222,444

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員による家庭訪問支援事業にかかる費用弁償の支出について（第１・２四半期分）
16,000

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 一時保護入所中の母子との面談及び管外出張旅費の支出について
1,910

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（平成31年2月分）
4,130

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（平成31年2月分）
10,000

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（平成31年2月分）
338

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等の報償金の支出について（２月分）
615,120

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所における給食材料購入費（３月分）の支出について
2,383,300

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
94,691

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（平成31年2月分）
31,830

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（平成31年2月分）
3,882

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（平成31年2月分）
1,300

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
6,000

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
664

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
3,402
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淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
2,946

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平成３０年度大阪市淀川区保健福祉センター事業用白衣等洗濯業務委託（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（２月分）
9,169

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
1,476

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
48,203

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
438,452

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
164

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（平成31年2月分）
91,633

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
43,390

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
1,818

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
853

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
15,612

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
2,378

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
700

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
10,802

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
5,088

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
5,931

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
142,627

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
492

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
1,968

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
82

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
14,878

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
26,816

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付事務費

役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
6,770

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日
国民健康保険事業会
計

保健事業費
特定健康診査等事業
費

特定健康診査等事業
費

役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
994

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
3,690

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
565

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 障がい支援区分認定審査会用お茶の買入並びに同経費の支出について
3,510

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
45,360

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
63,050

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
121,659

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
161

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室２月分講師料の支出について
9,340

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 子育て支援担当業務にかかる市内出張交通費の支出について（平成31年2月分及び一部平成30年9月分）
2,572

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 子育て支援担当業務にかかる市内出張交通費の支出について（平成31年2月分及び一部平成30年9月分）
4,241

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉・介護保険業務用ＦＡＸトナーカートリッジの買入並びに同経費の支出について
12,096

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
43,765

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
16,705

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
665,892

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
12,600

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
197,152

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
98,886

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
31,550

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
45,760

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
78,990

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活支援担当市内出張交通費（平成３１年２月分）の支払いについて
4,517

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活支援担当市内出張交通費（平成３１年２月分）の支払いについて
1,034

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活支援担当市内出張交通費（平成３１年２月分）の支払いについて
1,740
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淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
137,434

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（三国中学校　平成３１年３月分　他１件）
409,200

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
2,052

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
6,156

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
46,606

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
68,790

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
25,960

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
565

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
402,364

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付事務費

旅費　普通旅費 子育て支援担当業務にかかる市内出張交通費の支出について（平成31年2月分及び一部平成30年9月分）
624

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成３１年度淀川区発達障がい児等子育て支援事業委託事業者選定委員会報酬の支出について
22,280

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
147,113

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
103,392

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
60,000

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
11,700

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
248,142

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
118,552

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援担当業務用蛍光マーカーほか１８点の買入に係る経費の支出について
20,000

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援担当業務用蛍光マーカーほか１８点の買入に係る経費の支出について
28,751

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
19,818

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
93,862

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
200,880

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
18,200

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
390,479

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
35,000

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
8,154

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
7,620

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
119,813

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
37,080

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員による家庭訪問支援事業にかかる費用弁償の支出について（第３四半期分）
12,000

淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 需用費　消耗品費 介護予防健康教育用液体のり　ほか５点の買入にかかる経費の支出について
32,539

淀川区役所 政策企画課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度地域課題解決型淀川区役所広報誌「よどマガ！」配布業務委託（十三地域）にかかる経費の支出について(平成31年2月号分)
52,218

淀川区役所 政策企画課 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度淀川区役所広報誌「よどマガ！」配布業務委託（平成30年4月号～平成31年3月号）にかかる経費の支出について(平成31年2月号分)
618,128

淀川区役所 政策企画課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成30年度淀川区区政会議（全体会議・部会） 会議録作成業務委託料の支出について（第2回安全・安心なまち部会)
43,200

淀川区役所 政策企画課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成30年度淀川区役所広報誌印刷業務（平成30年5月号～平成31年4月号）にかかる経費の支出について(平成31年3月号分)
916,596

淀川区役所 政策企画課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度淀川区役所広報誌企画編集業務委託(平成30年5月号～平成31年4月号)にかかる経費の支出について(平成31年3月号分)
388,800

淀川区役所 政策企画課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度地域課題解決型淀川区役所広報誌「よどマガ！」配布業務委託（三国地域）にかかる経費の支出について(平成31年2月号分)
58,941

淀川区役所 政策企画課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度地域課題解決型淀川区役所広報誌「よどマガ！」配布業務委託（三津屋地域）にかかる経費の支出について(平成31年2月号分)
57,267

淀川区役所 政策企画課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 政策企画課事務用　市内出張交通費の支出について（平成31年1月分）
6,256

淀川区役所 政策企画課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策企画課事務用（受取人払）　後納郵便料金（2月分）の支出について
46,366

淀川区役所 政策企画課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 オープン区役所推進のためのワイヤレスインターネット通信料の支出について(平成31年２月分)
4,732

淀川区役所 政策企画課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策企画課事務用　後納郵便料金（2月分）の支出について
188,456

淀川区役所 政策企画課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策企画課事務用　後納郵便料金（2月分）の支出について
242

淀川区役所 政策企画課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策企画課事務用（受取人払）　後納郵便料金（2月分）の支出について
97

淀川区役所 政策企画課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 オープン区役所推進のためのワイヤレスインターネット通信料の支出について(平成31年２月分)
108

淀川区役所 政策企画課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度淀川区役所広報誌点訳業務及び広報誌点字版製作・発送業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について(平成31年3月号分)
54,756

淀川区役所 政策企画課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度淀川区役所広報誌企画編集業務委託デザインコンペにおける選定委員への報償金の支出について（3名のうち2名分の支払い）
25,260
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東淀川区役所 総務課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年２月分②）
29,810

東淀川区役所 総務課 平成31年03月01日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年２月分②）
2,870

東淀川区役所 総務課 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 庁舎管理事業　東淀川区役所１階待合室緊急修繕工事に係る経費の支出について
170,640

東淀川区役所 総務課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年２月分③）
5,980

東淀川区役所 総務課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年２月分③）
300

東淀川区役所 総務課 平成31年03月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度　東淀川区役所及び同出張所一般廃棄物収集・運搬及び処分業務委託に係る経費の支出について(２月分)
5,704

東淀川区役所 総務課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所及び同出張所産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託に係る経費の支出について(２月分)
4,860

東淀川区役所 総務課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 大阪市災害対策用職員住宅に係る電話料金の支出について（平成31年２月分）
2,972

東淀川区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年３月分）
420

東淀川区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区政会議用　カラーコピー用紙外３点の購入に係る経費の支払いについて
9,072

東淀川区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 転入者配布用チラシ「東淀川区へようこそ！」の印刷にかかる経費の支出について（総合企画）
37,800

東淀川区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年３月分）
27,070

東淀川区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料
平成30年度 新聞未購読世帯への東淀川区広報紙「広報ひがしよどがわ」配付業務委託（平成30年７月号～平成31年３月号）に係る経費の支払いについて（２月
号分） 132,554

東淀川区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度　大阪市東淀川区合同庁舎等清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出について
558,360

東淀川区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

選挙常時啓発費 需用費　消耗品費 東淀川区投票区域図の作成にかかる経費の支出について
30,240

東淀川区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 統一地方選挙事務用レターパック購入に係る経費の支出について
81,600

東淀川区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成31年２月分　東淀川区役所ほか１施設で使用する電気料金の支出について
1,166,108

東淀川区役所 総務課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成30年度12・１月分市内出張交通費の支出について（総務）
25,514

東淀川区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 東淀川区役所庁舎３階　男子トイレ換気扇取替工事に係る経費の支出について
38,880

東淀川区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東淀川区役所水質定期検査業務委託に係る経費の支出について
4,320

東淀川区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 東淀川区役所ケーブルテレビ回線利用料に係る経費の支出について(２月分)
720

東淀川区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成31年２月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（総務課外７件）
101,150

東淀川区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年３月分②）
1,667

東淀川区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年３月分②）
20,000

東淀川区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東淀川区広報紙「広報ひがしよどがわ」（平成30年５月号～平成31年４月号）点字版製作業務委託（概算契約）に係る経費の支払いについて（３月号分）
71,928

東淀川区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 需用費　消耗品費 平成31年４月７日執行予定　統一地方選挙用　複合機外３点の買入れに係る経費の支出について
37,432

東淀川区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年３月分②）
3,397

東淀川区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年３月分②）
1,689

東淀川区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用　ドラムトナーカートリッジ外５点の購入に係る経費の支出について
300,288

東淀川区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 東淀川区役所空調機械室吸収式冷温水機２号機ガス遮断弁他取替工事に係る経費の支出について
712,800

東淀川区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度　東淀川区役所及び同出張所害虫駆除業務に係る経費の支出について
97,200

東淀川区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成30年度　遠隔手話・外国語通訳支援モデル事業用　タブレット型端末借入の支払について（２月分）
15,992

東淀川区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年３月分③）
4,320

東淀川区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 電話料金の支出について（平成31年３月請求分）
7,628

東淀川区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成30年度 東淀川区区政会議 各部会及び本会の議事のテープ起こし及び議事録作成業務委託に係る経費の支払いについて（第４回部会分）
32,670

東淀川区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成31年２月分市内出張交通費の支払いについて（総務課（総合企画））
320

東淀川区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 庁舎管理事業　庁舎2階フロアへの案内表示の撤去及び施工に係る経費の支出について
169,560

東淀川区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報紙（平成30年５月号～平成31年４月号）（東淀川区役所）概算印刷に係る経費の支払いについて（３月号分）
633,744

東淀川区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 東淀川区役所出張所１階・３階女子トイレ不良緊急修繕工事に係る経費の支出について
60,048

東淀川区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 庁舎管理事業　東淀川区役所２階コンセント取替他工事に係る経費の支出について
82,080

東淀川区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 庁舎管理事業　東淀川区役所及び出張所畳取替工事の経費の支出について
239,760

東淀川区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 東淀川区役所１階男子トイレ漏水緊急修繕工事に係る経費の支出について
5,400

東淀川区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成31年２月分　後納郵便料金の支払について（総務課（総合企画））
13,679

東淀川区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成31年２月受取人払分　後納郵便料金の支払いについて（総務課（総合企画））
388

東淀川区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成31年２月分　後納郵便料金の支払について（総務課（総合企画））
12,686

東淀川区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス使用料の支出について（平成31年２月分）
5,130

東淀川区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 電話料金の支出について（平成31年３月請求分）
29,164
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東淀川区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴広報業務用　LINE＠利用料金の支払いについて（２月分）
5,400

東淀川区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成30年度　東淀川区広報紙新聞折込広告業務委託（平成30年5月号～平成31年4月号）（概算契約）に係る経費の支払いについて（３月号）
457,751

東淀川区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度　東淀川区広報紙「広報ひがしよどがわ」企画編集業務委託（平成30年５月号～平成31年４月号）に係る経費の支払いについて（３月号分）
378,000

東淀川区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所窓口案内業務従事者派遣に係る経費の支払いについて（２月分）
352,620

東淀川区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（東淀川区役所）一式　長期借入に係る経費の支出について（平成31年２月分）
347,443

東淀川区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系利用パソコン等機器（東淀川区役所）一式　長期借入に係る経費の支出について（平成31年２月分）
18,871

東淀川区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（東淀川区役所）一式長期借入に係る経費の支出について（平成31年２月分）
499,219

東淀川区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 役務費　通信運搬費 平成31年2月分東淀川区選挙管理委員会事務用後納郵便料の支出について
1,950

東淀川区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 平成31年2月分東淀川区選挙管理委員会事務用後納郵便料の支出について
7,245

東淀川区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 平成31年２月分　後納郵便料金の支払について（総務課（総合企画））
82

東淀川区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 平成31年2月分東淀川区選挙管理委員会事務用後納郵便料の支出について
5,996

東淀川区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（東淀川区役所）一式　長期借入に係る経費の支出について（平成31年２月分）
2,895

東淀川区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（東淀川区役所）一式　長期借入に係る経費の支出について（平成31年２月分）
2,895

東淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について（１月分）
755,837

東淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について（１月分）
1,511,673

東淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成31年3月分国民健康保険出産育児一時金・葬祭費の支出について
100,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担
金

平成31年3月分国民健康保険出産育児一時金・葬祭費の支出について
500,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金平成31年3月支払資金の支出について
150,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出
退職被保険者等還付
金

償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金平成31年3月支払資金の支出について
10,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について（１月分）
377,918

東淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 郵便局証明書取次サービスにかかる通信運搬費の支出について（平成31年１月分）
3,814

東淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所・東淀川区役所出張所住民情報業務等委託にかかる委託料の支出について（平成31年1月分）
937,770

東淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所・東淀川区役所出張所住民情報業務等委託にかかる委託料の支出について（平成31年1月分）
5,701,911

東淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月06日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成３０年１２月分　国民健康保険療養費の支出について
9,380

東淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 窓口サービス課(住民情報)事務用　ナンバリングインク外14点の購入経費の支出について
13,304

東淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課(住民情報)事務用　ナンバリングインク外14点の購入経費の支出について
44,315

東淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月13日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成３１年２月受付分）
229,152

東淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月15日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課保険年金担当（管理）収納対策用の納付書等用封筒の購入経費の支出について
76,377

東淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区役所窓口以外での証明書取次サービスにおける証明書発行用システム機器長期借入に係る経費の支出について（平成31年２月分）
4,127

東淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月20日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,240

東淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務にかかる平成31年２月分後納郵便料金の支出について
7,950

東淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務にかかる平成31年２月分後納郵便料金の支出について
83,756

東淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務にかかる平成31年２月分後納郵便料金の支出について
3,410

東淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料の還付加算金の支払いについて（平成３１年２月受付分）
4,500

東淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成３１年２月受付分）
230,275

東淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 証明書発行システム機器保守及び消耗品供給業務にかかる支出について（平成31年２月分）
961

東淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 郵便局証明書取次サービスにかかる委託料（電気料金）の支出について（平成31年２月分）
1,131

東淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 郵便局証明書取次サービスにかかる委託料（郵送料金）の支出について（平成31年１月取扱分）
690

東淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 郵便局証明書取次サービスにかかる委託料の支出について（平成31年２月分）
15,033

東淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成３１年３月受付分）
5,404

東淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について（平成31年２月分）
20,491

東淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について（平成31年２月分）
209,224

東淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について（平成31年２月分）
1,568

東淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について（平成31年２月分）
57,328

東淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について（平成31年２月分）
771,717

東淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について（平成31年２月分）
246,314

東淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について（平成31年２月分）
200,806
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東淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について（平成31年２月分）
15,606

東淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について（平成31年２月分）
14,277

東淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 郵便局証明書取次サービスにかかる通信運搬費（メンバーズネット加入契約）の支出について（平成31年２月分）
1,119

東淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 郵便局証明書取次サービスにかかる通信運搬費の支出について（平成31年２月分）
3,814

東淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金担当）　ゴム印（20点）作成経費の支出について
2,174

東淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金担当）　ドラムトナーカートリッジ外30点の購入経費の支出について
19,715

東淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について（２月分）
755,837

東淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金担当）　ドラムトナーカートリッジ外30点の購入経費の支出について
4,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金担当）　ドラムトナーカートリッジ外30点の購入経費の支出について
3,375

東淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金担当）　ドラムトナーカートリッジ外30点の購入経費の支出について
31,156

東淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金担当）　ドラムトナーカートリッジ外30点の購入経費の支出について
37,503

東淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成31年２月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（窓口サービス課　保険年金）
18,700

東淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について（２月分）
1,511,673

東淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金担当）　ゴム印（20点）作成経費の支出について
1,528

東淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金担当）　ドラムトナーカートリッジ外30点の購入経費の支出について
10,344

東淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金担当）　ドラムトナーカートリッジ外30点の購入経費の支出について
30,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成31年3月分　国民健康保険療養費（一般）の支出について
1,169,426

東淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成31年3月分国民健康保険葬祭費の支出について
850,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担
金

平成31年3月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
517,834

東淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金担当）　ドラムトナーカートリッジ外30点の購入経費の支出について
8,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金担当）　ゴム印（20点）作成経費の支出について
2,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について（２月分）
377,918

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成30年６月２回目、７月２回目、８月１回目、９月１回目、10月１回目、11月１回目市内出張交通費の支出について（保健福祉課（子育て・教育））
3,050

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成30年６月２回目、７月２回目、８月１回目、９月１回目、10月１回目、11月１回目市内出張交通費の支出について（保健福祉課（子育て・教育））
1,200

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成30年６月２回目、７月２回目、８月１回目、９月１回目、10月１回目、11月１回目市内出張交通費の支出について（保健福祉課（子育て・教育））
460

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成30年６月２回目、７月２回目、８月１回目、９月１回目、10月１回目、11月１回目市内出張交通費の支出について（保健福祉課（子育て・教育））
3,244

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 人権啓発推進事業用ポスター・チラシ作成にかかる経費の支出について
18,360

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
25,120

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
79,962

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
534,417

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
607,976

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
647,595

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　手数料 生活保護費出金の際に生じる手数料（3月分）の支出について（出張所）
2,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 大阪市立西淡路第２保育所外２保育所における消耗品費(特別保育分)平成31年３月分の支出について
30,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 平成30年６月２回目、７月２回目、８月１回目、９月１回目、10月１回目、11月１回目市内出張交通費の支出について（保健福祉課（子育て・教育））
1,020

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 大阪市立豊里第１保育所外４保育所における消耗品費(通常保育分)平成31年３月分の支出について
250,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月01日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付事務費

旅費　普通旅費 平成30年６月２回目、７月２回目、８月１回目、９月１回目、10月１回目、11月１回目市内出張交通費の支出について（保健福祉課（子育て・教育））
460

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 報償費　報償金 健康づくり展げる講座事業用「元気応援リーダー養成講座」の講師謝礼の支出について（２月４日分）
8,980

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度 東淀川区における夜間の青色防犯パトロール業務委託の経費の支出について（1月分）
253,308

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 東淀川区成人の日記念のつどいに係る会場使用料の支出について
181,656

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
24,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費（敷金・その他住宅扶助）にかかる経費の支出について
102,581

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）の支出について
18,900

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
177,240

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
208,648

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
52,160

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（通院移送費）にかかる経費の支出について
219,850
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東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
153,956

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成30年度小中学校へのゲストティーチャー派遣事業（情報モラル教育）に係る業務委託料の支出について（平成31年１月分）
38,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成30年度小中学校へのゲストティーチャー派遣事業（情報モラル教育）に係る業務委託料の支出について（平成31年１月分）
152,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災力向上事業　レインコートの購入経費の支出について
116,769

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度大阪市立東淀川区民会館管理業務代行料（第３四半期分）の支出について
6,162,082

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成３０年度東淀川区中学生勉強会事業にかかる新庄会館使用料の支出について（平成31年１月分）
6,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　分担金 防災力向上事業　災害時用医薬品等の循環型備蓄にかかる分担金の支出について
499,711

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
94,977

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊婦検診料）にかかる経費の支出について
7,260

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（引越し移送費）にかかる経費の支出について
334,800

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（おむつ代・その他生活扶助）にかかる経費の支出について
103,902

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送・家財処分）の支出について
285,120

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
102,764

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（その他介護扶助）の支出について
22,146

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる支出について
38,330

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による進学準備給付金の支出について
300,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
106,485

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
73,145

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
186,492

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
81,962

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
122,856

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(おむつ代)にかかる経費の支出について
550,798

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
20,748

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）の支出について
11,730

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
18,980

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生業扶助費（高等学校等就学費）にかかる経費の支出について
5,880

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
1,041,832

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による進学準備給付金の経費の支出について
100,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の経費の支出について
20,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
54,403

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送）の支出について
31,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
221,380

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による進学準備給付金の支出について
200,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度東淀川区地域版保健福祉計画策定支援にかかる外部講師の講師謝礼の支出について（１月分）
48,720

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域協働担当）事務用　インクカートリッジ外２２点の購入に係る経費の支出について
85,098

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成30年度なにわっ子すくすくスタート事業東淀川区子育て情報誌「GoGoみのりちゃん」の印刷に係る経費の支出について（６回目）
34,560

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度東淀川区登校・登園サポート事業（登校・登園支援、予防訪問）業務委託に係る経費の支出について（8月～1月分）
3,705,499

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　負担金 防災力向上事業　電波利用料金の支出について
600

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(おむつ代)にかかる経費の支出について
133,362

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（引越し移送費）にかかる経費の支出について
324,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（引越し移送費・家財処分料）にかかる経費の支出について
390,960

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）の支出について
9,275

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
162,280

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費（住宅維持費）にかかる経費の支出について
12,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（通院移送費・その他医療扶助）にかかる経費の支出について
200,856

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
205,717

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
229,460
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東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成金の支出について
216,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 交通安全対策事業　阪急淡路駅東口駅前広場における自転車駐車場管理運営業務委託受注者募集選定委員会報償費の支出について
49,500

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（地域協働担当）２月分
4,091

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（地域協働担当）２月分
12,730

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（地域協働担当）２月分
10,584

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災力向上事業　ベストほか１点の購入経費の支出について
263,962

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策事業　ＳＤカード64G及び、microＳＤカード32Gの購入経費の支出について
47,412

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（地域協働担当）２月分
14,076

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（地域協働担当）２月分
14,500

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（地域協働担当）２月分
840

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送）の支出について
223,560

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
6,720

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
716,804

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（その他医療扶助）の支出について
38,640

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 大阪市東淀川区地域づくりアドバイザー業務非常勤嘱託職員選考試験にかかる委員報酬の支出について（平成31年２月18日開催分）
53,780

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年２月分）保健企画
5,965

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
1,490

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健事業等用ボールペン 外96点の購入に経費の支出について
108,154

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
8,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年２月分）保健企画
11,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
1,080

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
142,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
202,196

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費及び教材代等)の支出について（平成31年1月分）
101,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による平成31年3月分扶助費の支出について（出張所）（追加分）
300,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）の支出について
843

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる支出について
46,900

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健事業等用ボールペン 外96点の購入に経費の支出について
4,322

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年２月分）保健企画
4,295

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健事業等用ボールペン 外96点の購入に経費の支出について
19,647

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健事業等用ボールペン 外96点の購入に経費の支出について
5,216

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健事業等用ボールペン 外96点の購入に経費の支出について
4,666

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年２月分）保健企画
3,362

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年２月分）保健企画
2,460

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健事業等用ボールペン 外96点の購入に経費の支出について
12,015

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健事業等用ボールペン 外96点の購入に経費の支出について
5,832

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年２月分）保健企画
492

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
3,900

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健事業等用ボールペン 外96点の購入に経費の支出について
58,450

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健事業等用ボールペン 外96点の購入に経費の支出について
53,487

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
8,760

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（引越し移送費）にかかる経費の支出について
320,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費（住宅維持費）にかかる経費の支出について
140,832

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費（住宅維持費）の支出について
4,644

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（通院移送費・その他医療扶助）にかかる経費の支出について
13,560

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（通院移送費）にかかる経費の支出について
76,130

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
22,760
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東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
83,208

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料・検診料)にかかる経費の支出について
219,260

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による進学準備給付金の経費の支出について
100,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の経費の支出について
49,575

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度なにわっ子すくすくスタート事業「ベビーマッサージ体験学習会」に係る講師謝礼の支出について
11,640

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 地域安全対策事業　防犯カメラ設置に伴うNTT電柱添架料の支出について（新規設置30年度２月～３月分）
1,512

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
826,974

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
619,735

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
690,047

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
164,840

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(おむつ代)にかかる経費の支出について
459,891

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（３月分その他生活扶助）にかかる経費の支出について
33,618

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送）の支出について
284,380

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
220,520

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成金の支出について
234,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 成年後見市長審判請求にかかる診断書作成料の支出について（精神保健）１
5,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
45,860

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費（その他住宅扶助）にかかる経費の支出について
124

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費（住宅維持費）にかかる経費の支出について
40,280

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（その他医療扶助）の支出について
25,920

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（その他医療扶助）の支出について
644

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生業扶助費（高等学校等就学費）にかかる経費の支出について
3,360

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
1,071,378

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成30年度東淀川区スポーツ推進委員報酬の支払いについて（下半期分）
177,600

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 平成31年度自尊感情向上のための鑑賞教育事業業務委託に係る公募型プロポーザル選定会議委員報酬の支出について
51,540

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉センター事業にかかる市内出張旅費の支出について（平成31年１月分）保健
4,022

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
574,589

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる支出について
42,850

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の経費の支出について
28,798

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる報償金（平成31年2月7日分）の支出について
6,300

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度絵本読み聞かせ事業業務委託事業者選定会議に係る選定委員報酬の支出について
52,230

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区地域保健福祉計画に基づく地域の取り組みへの支援用　カラープリンタ用紙の購入に係る経費の支出について
114,480

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策事業　子ども被害及び女性被害防止ホイッスルの購入経費の支出について
59,940

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
198,763

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
764,510

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（引越し移送費）にかかる経費の支出について
183,600

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費)の支出について（平成31年2月分）
8,797

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（１２月・１月分その他介護扶助）の支出について
92,210

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（移送費タクシー）の支出について
8,730

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
192,996

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 住宅改修理由書作成費3月分の支出について
2,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度子育て支援室スーパーバイザー配置に係る報償金の支出について（１月分）
15,980

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度東淀川区成人の日記念のつどいに係る報償金の支出について
8,520

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 東淀川区民ホールグランドピアノ調律に係る経費の支出について
8,640

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度　東淀川区における啓発指導員による放置自転車対策等業務委託の経費の支出について（2月分）
139,707

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
1,869,858

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
263,693



平成30年度（平成31年３月）　公金支出情報

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

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（おむつ代）にかかる経費の支出について
40,825

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）の支出について
5,815

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費（契約更新料・その他住宅扶助）にかかる経費の支出について
46,125

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費及び教材代等)の支出について（平成31年2月分）
207,624

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費及び教材代等)の支出について（平成31年2月分）
122,417

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）の支出について
3,836

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（通院移送費）にかかる経費の支出について
58,460

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
49,990

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
139,687

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の経費の支出について
20,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
20,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる報償金（平成31年2月14日分）の支出について
31,130

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 平成30年度子ども家庭支援員活動に係る経費の支出について（10～12月分）
8,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 助産師による専門的相談事業（２月分）にかかる報償金の支出について
56,670

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度東淀川区人権啓発推進事業講演会における講師謝礼の支出について
23,820

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成30年６月分（２回目）、７月分（２回目）、８月～平成31年２月分市内出張交通費の支出について（保健福祉課（保健福祉））
27,236

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉）事務用　ドラム／トナーカートリッジ外１点の購入に係る経費の支出について
16,092

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災力向上事業　段ボール組立式ベッドほか３点の購入経費の支出について
89,424

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成31年２月分（地域協働まちづくり、安全安心、企画調整）各種業務に係る後納郵便料金の支出について
4,266

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成31年２月分）
29,748

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成31年２月分（地域協働まちづくり、安全安心、企画調整）各種業務に係る後納郵便料金の支出について
7,132

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成31年２月分）
1,296

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成31年２月分（地域協働まちづくり、安全安心、企画調整）各種業務に係る後納郵便料金の支出について
2,470

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成31年２月分）
738

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成31年２月分（地域協働まちづくり、安全安心、企画調整）各種業務に係る後納郵便料金の支出について
4,446

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平成30年度　東淀川区役所保健福祉課白衣等洗濯業務（概算契約）に係る経費の支出について（平成31年２月分）
6,382

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東淀川区校庭等の芝生化事業にかかる維持管理技術指導の業務委託料の支出について
498,960

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 淀川３区防犯プロジェクト事業による防犯カメラ長期借入経費の支出について（2月分）
295,596

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉）事務用　ドラム／トナーカートリッジ外１点の購入に係る経費の支出について
29,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成31年２月分（地域協働まちづくり、安全安心、企画調整）各種業務に係る後納郵便料金の支出について
82

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成30年６月分（２回目）、７月分（２回目）、８月～平成31年２月分市内出張交通費の支出について（保健福祉課（保健福祉））
3,100

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成30年６月分（２回目）、７月分（２回目）、８月～平成31年２月分市内出張交通費の支出について（保健福祉課（保健福祉））
510

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成30年６月分（２回目）、７月分（２回目）、８月～平成31年２月分市内出張交通費の支出について（保健福祉課（保健福祉））
3,910

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成30年６月分（２回目）、７月分（２回目）、８月～平成31年２月分市内出張交通費の支出について（保健福祉課（保健福祉））
1,020

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成30年６月分（２回目）、７月分（２回目）、８月～平成31年２月分市内出張交通費の支出について（保健福祉課（保健福祉））
460

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉）事務用　ドラム／トナーカートリッジ外１点の購入に係る経費の支出について
13,500

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成30年６月分（２回目）、７月分（２回目）、８月～平成31年２月分市内出張交通費の支出について（保健福祉課（保健福祉））
1,960

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉）事務用　ドラム／トナーカートリッジ外１点の購入に係る経費の支出について
16,200

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

旅費　普通旅費 平成30年６月分（２回目）、７月分（２回目）、８月～平成31年２月分市内出張交通費の支出について（保健福祉課（保健福祉））
6,180

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による平成31年4月分扶助費の支出について
32,000,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による平成31年4月分扶助費の支出について
15,000,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費及び教材代等)の支出について（平成31年2月分）
106,500

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による平成31年4月分扶助費の支出について
500,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料・検診料・その他医療移送費・その他医療扶助)にかかる経費の支出について
110,082

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による平成31年4月分扶助費の支出について
500,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による平成31年4月分扶助費の支出について
7,000,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成31年２月分）
1,845
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東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種事業用医師報償金の支出について（平成３１年２月分）
99,320

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成31年２月分）
29,534

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成31年２月分）
3,034

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成31年２月分）
1,558

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成31年２月分）
6,965

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉）事務用　ドラム／トナーカートリッジ外１点の購入に係る経費の支出について
18,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉）事務用　ドラム／トナーカートリッジ外１点の購入に係る経費の支出について
36,700

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成31年２月分）
1,294

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦歯科検診（２月分）にかかる報償金の支出について
6,300

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３歳児健診（２月分）にかかる報償金の支出について
249,170

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３か月児健診（２月分）にかかる報償金の支出について
99,320

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 １歳６か月児健診（２月分）にかかる報償金の支出について
186,410

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成31年２月分）
30,232

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 大阪市立豊里第１保育所外４保育所における給食費平成31年３月分の支出について
3,415,950

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 平成30年６月分（２回目）、７月分（２回目）、８月～平成31年２月分市内出張交通費の支出について（保健福祉課（保健福祉））
2,050

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成31年２月分）
120

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

旅費　普通旅費 平成30年６月分（２回目）、７月分（２回目）、８月～平成31年２月分市内出張交通費の支出について（保健福祉課（保健福祉））
1,690

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

旅費　普通旅費 平成30年６月分（２回目）、７月分（２回目）、８月～平成31年２月分市内出張交通費の支出について（保健福祉課（保健福祉））
1,820

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災力向上事業　防災用タブレット使用料の支出について（２月分）
7,996

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯対策事業　携帯電話料金の支出について（２月分）
8,657

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター携帯電話の通話料に係る経費の支出について（２月分）
7,022

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センターに係る携帯電話の通話料の支出について（平成31年２月分）保健企画
17,366

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センターにかかる庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム回線使用料の支出について（平成31年２月分）保健
11,670

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災力向上事業　災害時用携帯電話料金の支出について（２月分）
6,065

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 平成31年２月分コピー機にかかる消耗品費の支出について（保健福祉課（保健福祉））
17,807

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護業務にかかる携帯電話の通話料の支出について（平成31年2月分）
9,305

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
115,303

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送）の支出について
118,800

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）にかかる経費の支出について
14,826

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
18,430

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる支出について
60,030

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
174,644

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
625,638

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度「こどもの居場所（学習支援含む）」運営に関するアドバイザー業務委託事業者選定委員会に係る選定委員報酬の支出について
51,980

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がい等サポート事業報償金の支出について（１月分・中学校)
142,424

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がい等サポート事業報償金の支出について（１月分・小学校)
436,520

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（3月分）
82

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（3月分）
82

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（3月分）
246

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（3月分）
108

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（3月分）
11,200

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度東淀川区役所保健福祉課総合相談窓口業務委託に係る委託料の支出について（２月分）
646,875

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成30年度第4四半期　民生委員児童委員にかかる費用弁償の支払いについて
1,894,125

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（3月分）
3,950

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（3月分）
3,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
759,695

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
31,632
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東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
751,891

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
200,220

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（引越し移送費・家財処分・妊娠検査料）にかかる経費の支出について
785,532

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の経費の支出について
75,534

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成30年度第4四半期　民生委員児童委員にかかる費用弁償の支払いについて
1,821,625

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について(介護保険)平成31年２月分
31,635

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について(介護保険)平成31年２月分
115,033

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（3月分）
447

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（3月分）
3,660

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 成年後見市長審判請求にかかる診断書作成料の支出について
5,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（3月分）
400

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（地域協働担当）３月第１回分
7,948

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（地域協働担当）３月第１回分
3,280

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成31年2月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（地域協働まちづくり）
26,319

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉）事務用　ゼムクリップ外53点の購入に係る経費の支出について
41,181

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（地域協働担当）３月第１回分
6,669

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（地域協働担当）３月第１回分
9,500

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（2月分）
205

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（2月分）
164

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（2月分）
996

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（2月分）
697

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（2月分）
1,722

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（2月分）
4,332

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（2月分）
1,514

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（2月分）
738

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度「こどもの居場所(学習支援を含む)」運営に関するアドバイザー業務にかかる委託料の支出について（平成31年２月分）
868,895

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（2月分）
574

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（2月分）
68,563

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（2月分）
297

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（2月分）
20,984

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉）事務用　ゼムクリップ外53点の購入に係る経費の支出について
9,840

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（2月分）
4,198

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（2月分）
3,666

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉）事務用　ゼムクリップ外53点の購入に係る経費の支出について
4,331

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（2月分）
1,240

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（2月分）
962

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による平成31年4月分扶助費の支出について（出張所）
4,050,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(おむつ代)にかかる経費の支出について
977,736

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
10,517

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による平成31年4月分扶助費の支出について（出張所）
2,600,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による平成31年4月分扶助費の支出について（出張所）
570,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による平成31年4月分扶助費の支出について（出張所）
130,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる支出について
35,910

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による平成31年4月分扶助費の支出について（出張所）
1,800,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
635,182

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉）事務用　ゼムクリップ外53点の購入に係る経費の支出について
33,140

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（2月分）
133,379
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東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（2月分）
1,640

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（2月分）
6,435

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（2月分）
27,309

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉）事務用　ゼムクリップ外53点の購入に係る経費の支出について
11,638

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉）事務用　ゼムクリップ外53点の購入に係る経費の支出について
29,048

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（2月分）
4,468

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（2月分）
1,550

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（2月分）
1,395

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（2月分）
13,724

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 平成31年２月分　コピー機に係る消耗品費の支出について(介護保険)
8,790

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（2月分）
2,852

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（2月分）
2,062

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度人権啓発推進事業講演会に係る手話通訳者への報償金の支出について
21,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度子育て支援室スーパーバイザー配置に係る報償金の支出について（2月分）
21,180

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 第４回東淀川区西部地域バリアフリーまちづくり協議会及び第20回まちづくり構想部会H31.3.14開催に伴う学識経験者の報償金の支出について
17,410

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「平成31年度東淀川区中学生勉強会事業業務委託」公募型プロポーザルに係る事業者選定委員報酬の支出について
53,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成31年２月分市内出張交通費の支出について（地域協働・安全安心・企画調整）
11,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成31年2月分　市内出張交通費の支出について（生活支援）
1,740

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画調整業務（事務用）　東淀川区BLUEMAP（住居表示地番対照住宅地図）の買入れ及び同経費の支出について
23,328

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所周辺花壇の整備に係る資材、花の種の購入経費の支出について
22,890

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災力向上事業　ＩＰ無線機の使用料の支出について（２月分）
40,824

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成30年度第３回東淀川区教育行政連絡会に係る議事のテープ起こし並びに議事録作成に係る経費の支出について
23,760

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度 東淀川区における夜間の青色防犯パトロール業務委託の経費の支出について（２月分）
253,308

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 街頭犯罪抑止事業　関西電力電柱使用に伴う共架料金の経費の支出について（30年度分）
10,584

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成３０年度東淀川区中学生勉強会事業にかかる新庄会館使用料の支出について（平成31年２月分）
8,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
1,598,492

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
541,322

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
49,896

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
448,694

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 平成31年2月分　市内出張交通費の支出について（生活支援）
4,570

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 平成31年2月分　生活保護業務事務用コピー機にかかる消耗品費の支出について（保健福祉課（生活支援））
28,237

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 平成31年2月分　郵便料金の支出について（生活支援）
966,266

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
205,959

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
50,800

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（その他生活扶助）の支出について
752

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送）の支出について
1,790

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送）の支出について
48,600

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送）の支出について
86,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費２月分)にかかる経費の支出について
102,600

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費２月分)にかかる経費の支出について
589,433

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費２月分)にかかる経費の支出について
1,595,496

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費２月分)にかかる経費の支出について
87,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）の支出について
15,390

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（その他介護扶助）の支出について
18,786

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
63,822

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
38,930

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる支出について
58,080
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東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
91,798

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（その他医療扶助）の支出について
644

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（その他医療扶助）の支出について
53,280

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
21,480

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
22,845

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
231,984

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用物品（トナー外３４点）の購入について
156,859

東淀川区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成金の支出について
140,000

東成区役所 総務課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課用市内出張交通費の支出について（１月分）
6,897

東成区役所 総務課 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度地域課題解決型広報紙「ひがしなりだより」配布業務委託（今里地域）にかかる経費の支出について（2月号分）
30,780

東成区役所 総務課 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度東成区広報紙「ひがしなりだより」編集業務委託（平成30年5月号～平成31年4月号）にかかる経費の支出について（3月号分）
189,540

東成区役所 総務課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 東成区災害対策用職員住宅にかかる電話料金の支出について（２月分）
2,702

東成区役所 総務課 平成31年03月12日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（統一地方選挙用）（２月分）
8,200

東成区役所 総務課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度東成区広報紙編集業務委託にかかる事業者選定委員会委員報酬の支出について（平成31年2月28日）
33,000

東成区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度地域課題解決型広報紙「ひがしなりだより」配布業務委託（大成、東中本、片江、宝栄地域）にかかる経費の支出について（2月号分）
235,564

東成区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（統一地方選挙用）（３月分）
15,600

東成区役所 総務課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報業務にかかるタブレット端末の導入及び通信契約にかかる経費の支出について（平成３１年１月分）
4,948

東成区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３０年度東成区役所外１箇所から排出する産業廃棄物収集運搬処分業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（１月分）
13,348

東成区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区役所ばい煙測定業務委託の実施及び経費の支出について
38,340

東成区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用庁内情報利用パソコン等機器一式　借入（再リース）にかかる経費の支出について（２月分）
16,200

東成区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（東成区役所）一式　長期借入経費の支出について（２月分）
10,865

東成区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度庁内情報利用パソコン等機器（東成区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
160,322

東成区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（東成区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
363,436

東成区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（東成区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
2,028

東成区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東成区役所窓口案内業務従事者派遣（長期継続）にかかる委託料の支出について（２月分）
326,948

東成区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ロビーチェアほか８点購入及び経費の支出について
660,528

東成区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課用後納郵便料の支出について（２月分）
2,036

東成区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画担当用後納郵便料金の支出について（平成31年２月分）
300

東成区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画担当用後納郵便料金の支出について（平成31年２月分）
16,440

東成区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画担当用後納郵便料金の支出について（平成31年２月分）
2,869

東成区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画担当用後納郵便料金の支出について（平成31年２月分）
1,524

東成区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 ロビーチェアほか８点購入及び経費の支出について
122,256

東成区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
522

東成区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
4,674

東成区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
3,904

東成区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度地域課題解決型広報紙「ひがしなりだより」配布業務委託（中道地域）にかかる経費の支出について（３月号分）
40,014

東成区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度東成区広報紙「ひがしなりだより」点字版製作・配送業務委託（平成30年5月号～平成31年4月号）（概算契約）の経費の支出について（３月号分）
59,590

東成区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度地域課題解決型広報紙「ひがしなりだより」配布業務委託（深江地域）にかかる経費の支出について（３月号分）
37,449

東成区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 東成区広報紙「ひがしなりだより」（平成30年5月号～平成31年4月号）概算印刷にかかる経費の支出について(３月号分）
453,146

東成区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課用市内出張交通費の支出について（２月分）
9,220

東成区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用コピー料金の支出について（平成３１年２月分）
31,394

東成区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区民センター設置の自動販売機（行政財産目的外使用許可分）にかかる電気使用料の支出について（１０月～１２月分）
18,389

東成区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東成区保健福祉センター分館庁舎機械警備業務委託長期継続経費の支出について（平成３１年２月分）
10,800

東成区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 備蓄用保存食（ご飯食）の購入及び経費の支出について
233,820

東成区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区役所電気料金の支出について（平成３１年２月分）
730,450

東成区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 東成区保健福祉センター（分館）電気料金の支出について（平成３１年２月分）
114,961

東成区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民情報関連証明発行システム回線使用料の支出について（平成３１年２月分）
3,814
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東成区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度地域課題解決型広報紙「ひがしなりだより」配布業務委託（神路地域）にかかる経費の支出について（3月号）
49,248

東成区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度地域課題解決型広報紙「ひがしなりだより」配布業務委託（東小橋地域）にかかる経費の支出について（3月号分）
31,806

東成区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度東成区広報紙「ひがしなりだより」編集業務委託（平成30年5月号～平成31年4月号）にかかる経費の支出について（4月号分）
105,300

東成区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３０年度東成区役所外１箇所から排出する産業廃棄物収集運搬処分業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
14,774

東成区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３０年度東成区役所外１箇所から排出する一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
4,059

東成区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度地域課題解決型広報紙「ひがしなりだより」配布業務委託（今里地域）にかかる経費の支出について（3月号分）
30,780

東成区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度地域課題解決型広報紙「ひがしなりだより」配布業務委託（大成、東中本、片江、宝栄地域）にかかる経費の支出について（3月号分）
235,564

東成区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度地域課題解決型広報紙「ひがしなりだより」配布業務委託（中本地域）にかかる経費の支出について（3月号分）
31,293

東成区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東成区役所庁舎外１箇所庁舎清掃業務委託長期継続経費の支出について（２月分）
506,385

東成区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度地域課題解決型広報紙「ひがしなりだより」配布業務委託（北中道地域）にかかる経費の支出について（3月号分）
54,378

東成区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 東成区役所ケーブルテレビ使用料の支出について（平成３１年２月分）
720

東成区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 ラミネーターほか２点の購入及び経費の支出について
260,776

東成区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（3月分）一般
54,994

東成区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（3月分）資金前渡（一般）
100,000

東成区役所 窓口サービス課 平成31年03月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,200

東成区役所 窓口サービス課 平成31年03月19日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（3月分②）一般
7,158

東成区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
1,765

東成区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
2,685

東成区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
1,765

東成区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
1,765

東成区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市東成区役所住民情報業務等委託長期継続契約経費の支出について（２月分）
312,524

東成区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
6,200

東成区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東成区役所住民情報業務等委託長期継続契約経費の支出について（２月分）
3,190,564

東成区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）用コピー料金の支出について（２月分）
1,133

東成区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）用コピー料金の支出について（２月分）
7,933

東成区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）用コピー料金の支出について（２月分）
1,926

東成区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）用コピー料金の支出について（２月分）
340

東成区役所 窓口サービス課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー機利用料金の支出について（２月分）
18,693

東成区役所 窓口サービス課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険２月分）
15,198

東成区役所 窓口サービス課 平成31年03月26日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険２月分）
12,077

東成区役所 窓口サービス課 平成31年03月26日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険２月分）
12,549

東成区役所 窓口サービス課 平成31年03月26日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：管理２月分）
2,879

東成区役所 窓口サービス課 平成31年03月26日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険２月分）
4,099

東成区役所 窓口サービス課 平成31年03月26日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：管理２月分）
3,901

東成区役所 窓口サービス課 平成31年03月26日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険２月分）
116,012

東成区役所 窓口サービス課 平成31年03月26日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：管理２月分）
480,128

東成区役所 窓口サービス課 平成31年03月26日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険２月分）
14,437

東成区役所 窓口サービス課 平成31年03月26日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険２月分）
99,977

東成区役所 窓口サービス課 平成31年03月26日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険２月分）
85,636

東成区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　印刷製本費 東成区役所オリジナル婚姻届にかかる印刷経費の支出について
25,272

東成区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 住民登録事務用後納郵便料の支出について（平成31年２月分）
2,146

東成区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民登録事務用後納郵便料の支出について（平成31年２月分）
85,285

東成区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 住民登録事務用後納郵便料の支出について（平成31年２月分）
164

東成区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（3月分③）一般
15,180

東成区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用品（ゴム印外15点）の購入について
146,858

東成区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険等用事務用品購入経費の支出について
30,317

東成区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険等用事務用品購入経費の支出について
1,493
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東成区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険等用事務用品購入経費の支出について
78,847

東成区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険等用事務用品購入経費の支出について
18,871

東成区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（平成３１年３月支払分）
475,271

東成区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（平成３１年３月支払分）
600,000

東成区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担
金

国民健康保険出産育児一時金の支出について（平成３１年３月支払分）
1,029,650

東成区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 国民健康保険等用事務用品購入経費の支出について
14,585

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活移送費（引越代）の支出について
39,960

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による家財処分料の支出について
103,680

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について（３件分）
61,500

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について
16,740

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（８件分）
29,040

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（５件分）
16,400

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金の支出について（東小橋保育所特別保育用・平成31年3月分）
10,000

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金の支出について（東小橋保育所　平成31年3月分）
50,000

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
317,763

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
49,801

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
429,241

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（２月分ストマ２回目）
24,000

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について（３件分）
30,200

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について（３件分）
31,660

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について（５２名分）
409,843

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について
400

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について（４件分）
80,888

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について（３件分）
21,600

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代・装具代）の支出について（２件分）
71,720

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（３件分）
11,400

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（装具代）の支出について
32,330

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
133,804

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について（２件分）
9,100

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について（２件分）
18,640

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜１月分＞の支出について
62,352

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（３件分）
8,240

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（２件分）
8,640

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,000

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡・装具代）の支出について（２件分）
48,103

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
238,240

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 生活保護関係職員市内出張交通費の支出について（１月分）
460

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護関係職員市内出張交通費の支出について（１月分）
3,630

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（２月分ストマ）
243,550

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 東成区役所保健福祉課（生活支援）生活保護事業用事務用品カラーペーパー外９点の購入にかかる経費の支出について
24,522

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 東成区役所保健福祉課（生活支援）生活保護事業用事務用品カラーペーパー外９点の購入にかかる経費の支出について
3,304

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜１月分＞の支出について
30,743

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜１月分＞の支出について
85,982

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室事業従事者の報償金の支出について
13,760
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東成区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について（１０名分）
20,000

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
52,900

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（２月分ストマ７回目）
8,880

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（２月分ストマ６回目）
24,340

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（２月分ストマ５回目）
48,000

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（２月分ストマ４回目）
85,092

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（２月分ストマ３回目）
224,591

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（２月分一般）
10,500

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について
20,500

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について（２件分）
11,919

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（２件分）
9,320

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

扶助費　其他扶助金 成年後見等市長審判請求に係る成年後見人の報酬支払いについて
216,000

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活移送費（引越代）の支出について
54,000

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について（４件分）
65,624

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
19,800

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（４件分）
17,000

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
57,439

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
23,181

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用事務用品の購入及び経費の支出について（第５回）
14,580

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用事務用品の購入及び経費の支出について（第５回）
92,112

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について（３件分）
37,703

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について（２件分）
9,300

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による住宅改修にかかる費用の支出について
6,480

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入にかかる費用の支出について
1,944

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
2,160

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（装具代）の支出について
14,095

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について（２件分）
42,960

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
159,840

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用事務用品の購入及び経費の支出について（第５回）
8,258

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用事務用品の購入及び経費の支出について（第５回）
7,322

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度いきいき百歳体操交流会の開催にかかる講師謝礼の支払いについて
6,880

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度いきいき百歳体操交流会の開催にかかる講師謝礼の支払いについて
6,880

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（１２月分一般６回目）
56,400

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 予防接種（ＢＣＧ）従事医師への報償金の支出について（２月分）
49,660

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談報償金の支出について（２月１８日実施分）
31,130

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について（１名分）
2,000

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費および高額障がい児通所給付費償還給付にかかる支出について
19,554

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費および高額障がい児通所給付費償還給付にかかる支出について
26,832

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について（３件分）
25,964

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（３月分）の支出について（９２名分）
785,940

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
18,864

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
5,600

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 家庭児童相談事業用消耗品の購入及び経費の支出について
4,860

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 需用費　消耗品費 いきいき百歳体操普及推進事業用物品の支出について
39,852

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度発達障がい児支援事業啓発講座の開催に係る講師謝礼の支出について
14,560
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東成区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（２月分一般３回目）
4,400

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（２月分一般４回目）
172,480

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（２月分一般２回目）
91,780

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（２月分ストマ１２回目）
443,788

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（２月分ストマ１１回目）
450,142

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（２月分ストマ９回目）
22,863

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（２月分一般５回目）
42,000

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（２月分ストマ８回目）
45,760

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜２月分＞の支出について
25,697

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜２月分＞の支出について
65,590

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜２月分＞の支出について
4,274

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜２月分＞の支出について
4,370

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜２月分＞の支出について
77,400

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜２月分＞の支出について
51,855

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜１１・１２・１・２月分＞の支出について（４件分）
148,997

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東成区地域自立支援協議会・区民公開講座用講師謝礼の支出について
10,820

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
164

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
82

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
266

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
2,132

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
10,994

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
26,573

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
5,250

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
13,050

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
658,782

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（２月分ストマ１９回目）
35,600

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（２月分ストマ２０回目）
42,400

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（２月分ストマ１７回目）
23,628

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（２月分ストマ２１回目）
24,600

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（２月分ストマ１３回目）
69,520

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（２月分ストマ１６回目）
39,486

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（２月分ストマ１５回目）
129,324

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（２月分ストマ１８回目）
41,800

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（２月分ストマ１４回目）
52,210

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（２月分ストマ１０回目）
162,698

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
796

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
3,310

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活移送費（引越代）の支出について
58,320

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
2,160

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（４件分）
14,640

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による進学準備給付金の支出について
300,000

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
164

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
82

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
468

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
19,058

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
1,640

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
140
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東成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
2,114

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
328

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
45,265

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
12,474

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
1,640

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
984

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
584

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
13,132

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
11,356

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
82

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
1,350

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
63,960

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
7,599

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
1,722

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
1,680

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
582

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
778

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
2,660

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）用市内出張交通費の支出について（１月・２月分）
3,568

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉）事業用コピー料金の支出について（２月分）
2,484

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉）事業用コピー料金の支出について（２月分）
5,962

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉）事業用コピー料金の支出について（２月分）
1,684

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（児童・保健）事業用コピー料金の支出について（２月分）
8,891

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）用市内出張交通費の支出について（１月・２月分）
210

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉）事業用コピー料金の支出について（２月分）
1,356

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉）事業用コピー料金の支出について（２月分）
4,600

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（３月分ストマ４回目）
17,130

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

役務費　通信運搬費 生活支援担当用後納郵便料の支出について（２月分）
15

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援担当業務用コピー料金の支出について（２月分）
22,665

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援担当用後納郵便料の支出について（２月分）
227,555

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援担当用後納郵便料の支出について（２月分）
67,986

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援担当用後納郵便料の支出について（２月分）
548

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援担当用後納郵便料の支出について（２月分）
37

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用新規追給払い分扶助費の支出について（４月分）
14,000,000

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護用新規追給払い分扶助費の支出について（４月分）
8,000,000

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜２月分＞の支出について
74,461

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜２月分＞の支出について
5,100

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜２月分＞の支出について
66,600

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜２月分＞の支出について
65,193

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用新規追給払い分扶助費の支出について（４月分）
300,000

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具にかかる費用の支出について
1,836

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入にかかる費用の支出について
1,512

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入にかかる費用の支出について
5,238

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による住宅改修にかかる費用の支出について
1,134

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
4,320

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（７件分）
21,080

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,000
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東成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（２件分）
9,000

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護用新規追給払い分扶助費の支出について（４月分）
2,500,000

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 地域健康講座（壮年期）・健康情報発信事業用資料の印刷経費の支出について
55,944

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（児童・保健）事業用コピー料金の支出について（２月分）
301

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健福祉課（児童・保健）事業用コピー料金の支出について（２月分）
13,218

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所給間食材料代の支出について（平成31年3月分）
625,400

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）用市内出張交通費の支出について（１月・２月分）
460

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉）事業用コピー料金の支出について（２月分）
10,733

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度保健福祉連携支援事業にかかる専門分野別実務者会議（子育て支援）の検討会議アドバイザー謝礼の支出について
10,860

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
552

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,987

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
972

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　図書購入費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,130

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（３月分一般）
29,000

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（２月分一般７回目）
176,300

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活移送費（引越代）の支出について
162,000

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について（２件分）
590

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（３月分）の支出について
1,562

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について
20,500

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について（３件分）
19,812

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（装具代）の支出について
36,522

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（装具代・眼鏡代）の支出について（２件分）
38,408

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
220,780

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,640

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,440

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,958

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,130

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,400

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（平成30年10・11・12月、平成31年１・２月分）
387

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（平成30年10・11・12月、平成31年１・２月分）
3,674

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（平成30年10・11・12月、平成31年１・２月分）
1,748

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 子育てネットワーク構築支援事業「ひがしなりっ子すくすく・つながるクラブ」リーフレット作成経費の支出について
29,700

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 東成区版ACP（人生会議）の手引き作成経費の支出について
165,456

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護関係職員市内出張交通費の支出について（２月分）
460

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護関係職員市内出張交通費の支出について（２月分）
1,740

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護関係職員市内出張交通費の支出について（２月分）
460

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜２月分＞の支出について
51,600

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜２月分＞の支出について
34,789

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜２月分＞の支出について
29,886

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による住宅改修にかかる費用の支出について
6,000

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による住宅改修にかかる費用の支出について
6,000

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入にかかる費用の支出について
2,430

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による住宅改修にかかる費用の支出について
8,830

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具にかかる費用の支出について
10,000

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（平成30年10・11・12月、平成31年１・２月分）
327

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（平成30年10・11・12月、平成31年１・２月分）
5,640
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東成区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（平成30年10・11・12月、平成31年１・２月分）
3,816

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活移送費（引越代）の支出について
64,800

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（３月分）の支出について（３件分）
27,962

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（３月分）の支出について（２件分）
14,388

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（３月分）の支出について
2,600

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜２月分＞の支出について
30,300

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（３件分）
11,970

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
2,000

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（５件分）
18,960

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（装具代）の支出について
26,671

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
241,356

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
3,526

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
1,000

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成３０年度　民生委員・児童委員にかかる費用弁償（第４四半期）の支出について
1,023,500

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（３月分）の支出について（４件分）
61,214

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（３月分）の支出について（５２名分）
368,537

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費の支出について（２件分）
377,460

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（３月分）の支出について（８件分）
107,499

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（３月分）の支出について
8,680

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜２月分＞の支出について
82,445

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜２月分・３月分＞の支出について
34,200

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（６件分）
22,120

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（３月分）の支出について（９名分）
122,968

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成３０年度　民生委員・児童委員にかかる費用弁償（第４四半期）の支出について
973,500

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
1,188

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等従事者への報償金の支出について（２月分）
329,960

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
1,300

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
10,920

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
10,200

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 成年後見市長申立診断書料の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

扶助費　其他扶助金 成年後見等市長審判請求に係る成年後見人の報酬支払いについて
216,000

東成区役所 市民協働課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 東成複合施設エレベータ修繕にかかる経費の支出について
453,760

東成区役所 市民協働課 平成31年03月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 鶴橋駅前自転車等通行環境改善事業業務委託にかかる経費の支出について（１月分）
115,824

東成区役所 市民協働課 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 PTA・社会教育関係団体対象学習会「親子で楽しもう・マリンバピアノコンサート」（東中本幼稚園PTA）講師謝礼の支出について
34,080

東成区役所 市民協働課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全対策事業用啓発物品「交通安全啓発ティッシュ」の買入経費の支出について
38,880

東成区役所 市民協働課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,000

東成区役所 市民協働課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成３０年度スポーツ推進委員報酬の支出について（１０月１日～３月３１日分）
153,600

東成区役所 市民協働課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 北中道小学校生涯学習ルーム「伝統文化　けん玉教室」講師謝礼の支出について
5,000

東成区役所 市民協働課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課用コピー料金の支出について（２月分）
45,580

東成区役所 市民協働課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度大阪市東成区における新たな地域コミュニティ支援事業業務委託事業者選定委員会にかかる選定委員報酬経費の支出について
34,880

東成区役所 市民協働課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度大阪市東成区における新たな地域コミュニティ支援事業業務委託事業者選定委員会にかかる選定委員報酬経費の支出について
33,000

東成区役所 市民協働課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全対策事業用物品「賞状用紙（ＯＡ対応）」買入経費の支出について
583

東成区役所 市民協働課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 避難所用アルミマットほか3点（東成区役所）買入にかかる経費の支出について
498,091

東成区役所 市民協働課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習推進事業用物品(カラーペーパー等）買入経費の支出について
47,314

東成区役所 市民協働課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
8,494

東成区役所 市民協働課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課出張交通経費（１月分）の支出について
1,860
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東成区役所 市民協働課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課出張交通経費（１月分）の支出について
4,358

東成区役所 市民協働課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課後納郵便料（２月分）の支出について
832

東成区役所 市民協働課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課後納郵便料（２月分）の支出について
10,230

東成区役所 市民協働課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課後納郵便料（２月分）の支出について
1,042

東成区役所 市民協働課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 市民協働課出張交通経費（１月分）の支出について
460

東成区役所 市民協働課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 市民協働課後納郵便料（２月分）の支出について
164

東成区役所 市民協働課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度　東成区住工共存まちづくり懇談会コーディネーター報償金（２月分）の支出について
11,400

東成区役所 市民協働課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度地域防災対策事業　防災講演会にかかる講師謝礼の支出について
60,300

東成区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度市民協働による地域課題解決に向けた活動の活性化事業の事業者選定委員会にかかる選定委員報酬経費の支出について（事業実績評価審査）
18,140

東成区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度大阪市東成区における新たな地域コミュニティ支援事業業務委託事業者選定委員会にかかる選定委員報酬経費の支出について
33,920

東成区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度市民協働による地域課題解決に向けた活動の活性化事業の事業者選定委員会にかかる選定委員報酬経費の支出について（事業実績評価審査）
17,060

東成区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 鶴橋駅前自転車等通行環境改善事業業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
115,824

生野区役所 企画総務課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 企画総務課用小口支払基金繰入金の支出について（2月分②）
12,000

生野区役所 企画総務課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 広報事業用生野区広報紙新聞折込広告業務委託経費の支出について（平成31年2月号分）
412,765

生野区役所 企画総務課 平成31年03月01日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 需用費　食糧費 企画総務課用小口支払基金繰入金の支出について（2月分②）
5,400

生野区役所 企画総務課 平成31年03月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 企画総務課市内出張旅費の支出について（1月分）
10,292

生野区役所 企画総務課 平成31年03月05日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 大阪府議会議員選挙及び大阪市議会議員選挙にかかる不在者投票用レターパック購入経費にかかる支出について
25,500

生野区役所 企画総務課 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度生野区役所受水槽清掃及び水質検査業務経費の支出について
79,920

生野区役所 企画総務課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業にかかる生野区広報紙企画編集業務委託経費の支出について（平成31年3月号分）
38,031

生野区役所 企画総務課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業にかかる生野区広報紙企画編集業務委託経費の支出について（平成31年3月号分）
50,709

生野区役所 企画総務課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所庁舎維持管理経費　業務用自転車の買入にかかる経費の支出について
41,553

生野区役所 企画総務課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所庁舎用Hf蛍光灯外４点買入経費の支出について
99,360

生野区役所 企画総務課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用新聞未購読世帯への生野区広報紙配付業務委託経費の支出について（平成31年２月号分）
103,887

生野区役所 企画総務課 平成31年03月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用プリンタートナーカートリッジ外11点の購入経費の支出について【2月実施分】
18,144

生野区役所 企画総務課 平成31年03月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用プリンタートナーカートリッジ外11点の購入経費の支出について【2月実施分】
22,032

生野区役所 企画総務課 平成31年03月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用プリンタートナーカートリッジ外11点の購入経費の支出について【2月実施分】
7,344

生野区役所 企画総務課 平成31年03月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用プリンタートナーカートリッジ外11点の購入経費の支出について【2月実施分】
33,588

生野区役所 企画総務課 平成31年03月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用プリンタートナーカートリッジ外11点の購入経費の支出について【2月実施分】
20,422

生野区役所 企画総務課 平成31年03月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用プリンタートナーカートリッジ外11点の購入経費の支出について【2月実施分】
150,660

生野区役所 企画総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 １階宿直室系統空調機（圧縮機）修繕業務経費の支出について
345,600

生野区役所 企画総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 企画総務課用小口支払基金繰入金の支出について（2月分③）
1,500

生野区役所 企画総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用生野区広報紙点字版製作業務委託経費の支出について（平成31年３月号分）
81,162

生野区役所 企画総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 需用費　消耗品費 企画総務課用小口支払基金繰入金の支出について（2月分③）
2,138

生野区役所 企画総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度 生野区役所産業廃棄物収集運搬・処理業務委託経費の支出について（平成３１年１月分）
55,907

生野区役所 企画総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 生野区役所庁舎清掃業務委託経費の支出について（平成31年2月分）
513,000

生野区役所 企画総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画総務課事務用コピー料金の支出について（2月分）
47,173

生野区役所 企画総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 企画総務課用小口支払基金繰入金の支出について（３月分①）
2,764

生野区役所 企画総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 生野区役所庁舎にかかる電気料金（平成31年2月分）の支出について
1,338,257

生野区役所 企画総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎設備維持用下水道使用料の支出について（平成31年2月分）
119,772

生野区役所 企画総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 １階宿直室系統空調機修繕（電装部品交換）業務経費の支出について
173,880

生野区役所 企画総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 生野区役所男子休憩室用給湯器買入経費の支出について
183,600

生野区役所 企画総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画総務課事務用料金後納郵便料金の支出について（2月分）
2,072

生野区役所 企画総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画総務課事務用料金後納郵便料金の支出について（2月分）
5,000

生野区役所 企画総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画総務課事務用料金後納郵便料金の支出について（2月分）
4,195

生野区役所 企画総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画総務課事務用料金後納郵便料金の支出について（2月分）
194

生野区役所 企画総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成３０年度生野区役所宿日直寝具等賃貸借業務経費の支出について（平成31年2月分）
8,856

生野区役所 企画総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成３０年度生野区役所ケーブルテレビ利用料の支出について（平成31年2月分）
5,162
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生野区役所 企画総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 需用費　消耗品費 企画総務課用小口支払基金繰入金の支出について（３月分①）
9,026

生野区役所 企画総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 需用費　消耗品費 統一地方選挙用コピー料金の支出について（２月分）
5,532

生野区役所 企画総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用のり外105点買入に係る経費の支出について
31,125

生野区役所 企画総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広聴広報事業用デジタルカメラ外５点買入に係る経費の支出について
162,594

生野区役所 企画総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用のり外105点買入に係る経費の支出について
14,904

生野区役所 企画総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用のり外105点買入に係る経費の支出について
63,223

生野区役所 企画総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用のり外105点買入に係る経費の支出について
16,049

生野区役所 企画総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用のり外105点買入に係る経費の支出について
25,964

生野区役所 企画総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用のり外105点買入に係る経費の支出について
2,246

生野区役所 企画総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用のり外105点買入に係る経費の支出について
31,579

生野区役所 企画総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用のり外105点買入に係る経費の支出について
54,713

生野区役所 企画総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 広聴広報事業用デジタルカメラ外５点買入に係る経費の支出について
94,392

生野区役所 企画総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用のり外105点買入に係る経費の支出について
26,784

生野区役所 企画総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 役務費　通信運搬費 企画総務課（選挙担当）事務用料金後納郵便料の支出について（2月分）
1,760

生野区役所 企画総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 企画総務課（選挙担当）事務用料金後納郵便料の支出について（2月分）
7,380

生野区役所 企画総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 企画総務課（選挙担当）事務用料金後納郵便料の支出について（2月分）
9,798

生野区役所 企画総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成29年度生野区事務用タブレット型端末長期借入業務の経費の支出について（平成31年2月分）
7,992

生野区役所 企画総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度生野区役所庁舎から排出する一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（平成31年2月分）
14,616

生野区役所 企画総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 需用費　消耗品費 企画総務課用小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年３月分②）
11,340

生野区役所 企画総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報事業用生野区広報紙印刷経費の支出について（平成31年3月号分）
149,337

生野区役所 企画総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報事業用生野区広報紙印刷経費の支出について（平成31年3月号分）
398,088

生野区役所 企画総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 広報事業用生野区広報紙新聞折込広告業務委託経費の支出について（平成31年3月号分）
17,856

生野区役所 企画総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 広報事業用生野区広報紙新聞折込広告業務委託経費の支出について（平成31年3月号分）
412,765

生野区役所 企画総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度導入LGWAN接続系利用パソコン等機器一式（生野区役所）長期借入の経費の支出について（平成31年２月分）
32,596

生野区役所 企画総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度調達庁内情報利用パソコン等機器一式のリース費用の支出について（平成31年２月分）
10,141

生野区役所 企画総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度庁内情報利用パソコン等一式長期借入経費の支出について（平成31年２月分）
5,184

生野区役所 企画総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入のの経費の支出について（平成31年２月分）
539,665

生野区役所 企画総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度生野区役所庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入（再リース）業務の経費の支出について（平成31年２月分）
19,440

生野区役所 企画総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入の経費の支出について（平成31年２月分）
247,403

生野区役所 企画総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 生野区役所庁舎６階大会議室前柱クロス及び天井ボード貼替修繕経費の支出について
345,600

生野区役所 企画総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生野区役所ひかり電話オフィス等使用料の支出について（2月分）
16,202

生野区役所 企画総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３０年度生野区役所自動扉開閉装置保守業務委託経費の支出について（平成30年10月分～平成31年3月分）
145,800

生野区役所 企画総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 需用費　消耗品費 大阪市議会議員選挙及び大阪府議会議員選挙にかかる養生テープ外30点買入経費の支出について
194,400

生野区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金　平成３１年３月分支払資金（一般）の支出について　　　　　　平成３１年３月１日支払分
200,000

生野区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出
退職被保険者等還付
金

償還金、利子及割引料　還付金 国保保険料還付金　平成３１年３月分支払資金（退職者医療）の支出について　　　　　平成３１年３月１日支払分
5,000

生野区役所 窓口サービス課 平成31年03月04日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（滞繰・一般）の支出について　　　　　　　　　　　　　　　　平成３１年３月４日支払分
3,030

生野区役所 窓口サービス課 平成31年03月06日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 保険者間調整に伴う療養費の支出について
29,155

生野区役所 窓口サービス課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成31年１月分窓口サービス課（住民情報）市内出張旅費の支出について
2,552

生野区役所 窓口サービス課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画総務課小口支払基金繰入金の支出について（平成31年２月分住民情報担当分）
4,702

生野区役所 窓口サービス課 平成31年03月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成31年１月分窓口サービス課（住民情報）市内出張旅費の支出について
990

生野区役所 窓口サービス課 平成31年03月12日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（滞繰・一般）の支出について　　　　　　　　　　　　　　　　平成３１年３月１２日支払分
24,757

生野区役所 窓口サービス課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市生野区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）に係る委託料の支出について（1月分）
623,530

生野区役所 窓口サービス課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市生野区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）に係る委託料の支出について（1月分）
3,536,293

生野区役所 窓口サービス課 平成31年03月15日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（滞繰・一般）の支出について　　　　　　　　　　　　　　　　平成３１年３月１５日支払分
60,273

生野区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用後納郵便料金の支出について（平成31年２月分）
1,054

生野区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用後納郵便料金の支出について（平成31年２月分）
83,429

生野区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（外国籍住民登録）事務用後納郵便料金の支出について（平成31年２月分）
1,516
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生野区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（就学担当）事務用後納郵便料金の支出について（平成31年２月分）
2,702

生野区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（滞繰・一般）の支出について　　　　　　　　　　　　　　　　平成３１年３月２２日支払分
89,799

生野区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー料金の支出について（平成31年２月分）
23,827

生野区役所 窓口サービス課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画総務課小口支払基金繰入金の支出について（平成31年３月分住民情報担当分）
2,268

生野区役所 窓口サービス課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画総務課小口支払基金繰入金の支出について（平成31年３月分住民情報担当分）
12,400

生野区役所 窓口サービス課 平成31年03月28日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険事業にかかる療養費の支出について（一般・３月分）
917,853

生野区役所 窓口サービス課 平成31年03月28日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険事業にかかる葬祭費の支出について（受付番号 162～182  21件）
1,050,000

生野区役所 窓口サービス課 平成31年03月28日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担
金

国民健康保険事業にかかる出産育児一時金の支出について（受付番号　63～66　４件）
652,980

生野区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成31年２月分窓口サービス課（住民情報）市内出張旅費の支出について
2,500

生野区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生野区役所（市民局証明書発行システム）にかかる通信料金の支出について（平成31年２月利用分）
3,814

生野区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生野区役所（市民局証明書発行システム）にかかる通信料金の支出について（平成31年１～２月利用分）
4,361

生野区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
12,905

生野区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
97,101

生野区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
21,462

生野区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
49,692

生野区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用コピー料金の支出について（２月分）
21,964

生野区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
862,586

生野区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
54,509

生野区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
187,876

生野区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
128,859

生野区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
146,942

生野区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金：保険）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
32,459

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
14,400

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
36,720

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
326,187

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
23,780

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
57,100

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
8,284

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
133,660

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
89,337

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
102,708

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
62,068

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（平成29年4月～平成30年3月分・平成30年7月～平成31年1月分）
1,630,231

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（短期入所サービス費）の支出について
9,740

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
78,670

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
36,852

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
3,240

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
411,670

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 特別保育　市立保育所消耗品費事業資金の支出について（平成３１年３月分）
10,000

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 通常保育　市立保育所消耗品事業資金の支出について（平成３１年３月分）
40,000

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 通常保育　市立保育所消耗品事業資金の支出について（平成３１年３月分）
60,000

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健）事務用コピー料金の支出について（１月分）
11,590

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（１月分）
7,000

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
154,496

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
16,306
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生野区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（１月分）
2,000

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（１月分）
5,000

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
71,897

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
113,400

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（平成31年1月分）
149,728

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
25,110

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
462,170

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
95,082

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（１月分）
3,000

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（１月分）
4,000

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（１月分）
2,959

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（１月分）
4,000

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）事務用コピー料金の支出について（１月分）
2,142

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）事務用コピー料金の支出について（１月分）
2,784

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）事務用コピー料金の支出について（１月分）
1,204

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
58,678

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
37,740

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
197,732

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
7,860

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当給付費の支出について　平成３１年２月分（１カ月分）の支出について
35,000

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当給付費の支出について　平成３１年２月分（１カ月分）の支出について
10,000

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当給付費の支出について　平成３１年２月分（１カ月分）の支出について
20,000

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（２月分　その１）
5,000

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（２月分　その１）
5,495

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,000

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
124,650

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
66,350

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
724,564

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
13,944

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,130

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
7,280

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
15,480

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
98,280

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
141,189

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修費）の支出について
17,304

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具購入費）の支出について
3,100

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
18,283

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
1,151,865

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（２月分　その１）
432

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（２月分　その１）
447

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（２月分　その１）
1,717

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（２月分　その１）
1,026

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（２月分　その１）
3,450

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（２月分　その１）
4,200

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
138,066

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
97,200

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
1,010,906
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生野区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達に課題のあるこどもへの支援「よつばグループ」の実施にかかる報償金の支出について（平成31年2月8日開催分）
20,260

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健）・市内出張旅費１２・１月分の支出について
3,870

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（平成30年12月・平成31年1月分）
66,937

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（短期入所サービス費）の支出について
6,690

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（その他医療扶助（自立支援医療手続協力料））の支出について
1,000

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
4,890

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による進学準備給付金の支出について
100,000

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健）・市内出張旅費１２・１月分の支出について
3,760

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（２月分　その２）
19,926

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
12,960

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
100,544

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
54,950

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
4,400

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
8,900

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
385,050

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
41,800

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
2,458

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
22,372

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
361,034

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
377,950

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
117,720

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
30,670

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
486,180

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（２月分　その２）
10,200

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（２月分　その２）
596

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

需用費　食糧費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（２月分　その２）
674

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
244,000

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
15,050

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
72,300

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
116,990

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（平成30年6月～平成31年1月分）
104,615

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
409,264

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
198,426

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分料）の支出について
53,784

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
194,400

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
49,980

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
122,781

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
51,540

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
243,130

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
90,000

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,000

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
55,000

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
40,760

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援担当）小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月分）
6,500

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
49,000
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生野区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
163,026

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
49,770

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修費）の支出について
6,140

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
693,670

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
20,000

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 成年後見制度市長申立に関する診断書作成経費の支出について
5,400

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
174,412

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
69,120

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
3,195

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
22,846

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
116,192

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
21,376

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
19,190

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成30年度BCG予防接種報償金の支出について(２月分)
49,660

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,096

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
85,904

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
132,474

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
128,995

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
588,794

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
143,564

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
218,400

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（平成30年8月～12月・平成31年1月～3月分）
851,953

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具購入費）の支出について
10,796

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
556,863

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
66,280

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
1,136,700

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 成年後見制度市長申立に関する診断書作成経費の支出について
5,000

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
237,600

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生きるチカラを育む絵本プロジェクト事業用　絵本サポータースキルアップ研修における講師謝礼の支出について
11,340

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
17,480

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
18,360

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
105,870

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
216,977

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
84,584

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
27,480

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,400

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
39,075

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
44,480

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
255,940

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
133,546

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）事務用コピー料金（その１・その２）の支出について（2月分）
15,900

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）事務用コピー料金（その１・その２）の支出について（2月分）
20,344

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
307,601

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分料）の支出について
49,680

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（平成31年2・3月分）
874,768

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具購入費）の支出について
10,000
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生野区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
458,972

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 成年後見制度市長申立に関する診断書作成軽費の支出について
3,240

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達に課題のあるこどもへの支援「いくみんすくすくクラス」（後期）の実施にかかる報償金の支出について（平成31年2月25日開催分）
30,320

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（３月分　その１）
17,000

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（３月分　その１）
31,320

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（３月分　その１）
600

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 成年後見制度市長申立に関する診断書作成経費の支出について
3,000

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

需用費　消耗品費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（３月分　その１）
2,678

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
538,451

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
211,181

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
102,643

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる4月分（1回目）生活保護費の支出について（資金前渡金）
36,000,000

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法にかかる4月分（1回目）生活保護費の支出について（資金前渡金）
20,000,000

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる4月分（1回目）生活保護費の支出について（資金前渡金）
500,000

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる4月分（1回目）生活保護費の支出について（資金前渡金）
2,000

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる4月分（1回目）生活保護費の支出について（資金前渡金）
500,000

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
49,178

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法にかかる4月分（1回目）生活保護費の支出について（資金前渡金）
4,000,000

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による進学準備給付金の支出について
100,000

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健事業にかかる家族教室講師謝礼金の支出について（平成31年2月分）
8,600

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成３１年２月分乳幼児健診等用報償金の支出について
410,750

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所事業にかかる市立保育所賄材料費事業資金の支出について(平成３１年３月分)
1,077,800

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（３月分　その１）
2,507

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援担当）生活支援適正化担当業務用ＰＨＳサービス使用料の支出について（2月分）
3,030

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
76,005

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅維持費の支出について
104,760

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用料金後納郵便料（平成31年２月分）の支出について
144,567

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用料金後納郵便料（平成31年２月分）の支出について
11,171

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用料金後納郵便料（平成31年２月分）の支出について
559

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）事務用市内出張交通費等の支出について（１月分）
6,027

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課用ファイリングキャビネット　買入経費の支出について
35,424

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（２月分）の支出について
492

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 生野区役所公用車の車検に伴う自動車損害賠償責任保険の保険料、重量税及び印紙代の支出について
1,700

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 生野区役所公用車の車検に伴う自動車損害賠償責任保険の保険料、重量税及び印紙代の支出について
25,830

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 公課費　公課費 生野区役所公用車の車検に伴う自動車損害賠償責任保険の保険料、重量税及び印紙代の支出について
32,800

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）事務用市内出張交通費等の支出について（１月分）
1,020

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）事務用市内出張交通費等の支出について（１月分）
1,710

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）事務用市内出張交通費等の支出について（１月分）
1,530

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）事務用市内出張交通費等の支出について（１月分）
420

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）事務用市内出張交通費等の支出について（１月分）
3,350
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生野区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）事務用市内出張交通費等の支出について（１月分）
340

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成31年2月分）
360

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成31年2月分）
820

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成31年2月分）
1,310

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
206,720

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分料）の支出について
98,000

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
140,184

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（平成31年2・3月分）
309,113

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具購入費）の支出について
28,620

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修費）の支出について
25,596

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
96,850

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（長期入院患者特別料金分）の支出について
40,320

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
156,290

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
95,100

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による進学準備給付金の支出について
100,000

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（２月分）の支出について
82

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（２月分）の支出について
82

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（２月分）の支出について
328

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（２月分）の支出について
806

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（２月分）の支出について
164

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成３０年度３月分地域健康講座の講師謝礼の支出について
8,920

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（２月分）の支出について
82

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（２月分）の支出について
26,222

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）事務用市内出張交通費等の支出について（１月分）
2,040

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（２月分）の支出について
250

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（２月分）の支出について
5,390

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（２月分）の支出について
328

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）事務用市内出張交通費等の支出について（１月分）
2,160

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）事務用市内出張交通費等の支出について（１月分）
540

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）事務用市内出張交通費等の支出について（１月分）
320

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（２月分）の支出について
21,068

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月27日
国民健康保険事業会
計

保健事業費
特定健康診査等事業
費

特定健康診査等事業
費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（２月分）の支出について
440

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）事務用市内出張交通費等の支出について（１月分）
1,240

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（２月分）の支出について
420

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 保健福祉課（保健）・市内出張旅費２月分（一部１２月・１月）の支出について
880

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健）・市内出張旅費２月分（一部１２月・１月）の支出について
7,140

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健）事務用コピー料金の支出について（２月分）
10,424

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（いくみん子育て通信）事務用コピー料金の支出について（２月分）
690

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成30年度民生委員・児童委員活動にかかる費用弁償の支出について（第４四半期）
1,864,750

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（２月分）
2,000

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（２月分）
7,000

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（２月分）
1,000

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（２月分）
4,000

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（２月分）
7,000

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（２月分）
2,000

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
81,100

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
172,800
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生野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅維持費の支出について
30,240

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（平成31年2・3月分）
319,676

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
32,671

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
110,498

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健）・市内出張旅費２月分（一部１２月・１月）の支出について
2,760

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成30年度民生委員・児童委員活動にかかる費用弁償の支出について（第４四半期）
1,784,750

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（２月分）
3,000

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（２月分）
3,000

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（２月分）
2,684

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（２月分）
5,000

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付事務費

需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（２月分）
3,000

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）事務用コピー料金の支出について（２月分）
2,389

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）事務用コピー料金の支出について（２月分）
2,518

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）事務用コピー料金の支出について（２月分）
1,300

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
44,000

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用料金後納郵便料金の支出について（２月分）
3,280

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用料金後納郵便料金の支出について（２月分）
11,896

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用料金後納郵便料金の支出について（２月分）
1,288

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用料金後納郵便料金の支出について（２月分）
656

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用料金後納郵便料金の支出について（２月分）
4,078

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用料金後納郵便料金の支出について（２月分）
684

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用料金後納郵便料金の支出について（２月分）
18,852

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用料金後納郵便料金の支出について（２月分）
122

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児（通所・入所）給付費の支出について
2,300

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児（通所・入所）給付費の支出について
2,300

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
157,650

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用料金後納郵便料金の支出について（２月分）
164

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用料金後納郵便料金の支出について（２月分）
2,493

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用料金後納郵便料金の支出について（２月分）
2,788

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について
300,000

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
35,100

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
81,936

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
86,192

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（平成31年2月分）
170,374

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（平成31年1・2・3月分）
61,665

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具購入費）の支出について
26,025

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具購入費）の支出について
9,645

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修費）の支出について
8,991

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修費）の支出について
17,070

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
291,022

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
27,180

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
132,029

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
39,370

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
31,250

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
20,000

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による進学準備給付金の支出について
100,000

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用料金後納郵便料金の支出について（２月分）
52,933
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生野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用料金後納郵便料金の支出について（２月分）
1,783

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用料金後納郵便料金の支出について（２月分）
70,000

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用料金後納郵便料金の支出について（２月分）
1,486

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用料金後納郵便料金（受取人払）の支出について（２月分）
776

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用料金後納郵便料金の支出について（２月分）
3,608

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用料金後納郵便料金の支出について（２月分）
19,180

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用料金後納郵便料金の支出について（２月分）
1,299

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用料金後納郵便料金の支出について（２月分）
14,350

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用料金後納郵便料金の支出について（２月分）
6,590

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用料金後納郵便料金の支出について（２月分）
4,134

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用料金後納郵便料金の支出について（２月分）
2,220

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
259,200

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
233,280

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
280,800

生野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
216,000

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 成人の日記念のつどいにおける手話謝礼金の支出について（口座振替不能分）
4,000

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 企画総務課小口支払基金繰入金の支出について（地域まちづくり課２月分②）
6,000

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度JR桃谷駅周辺地域自転車利用適正化協働パートナー事業経費の支出について（平成30年12月分、平成31年1月分）
562,923

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 平成30年度　校長経営戦略支援予算（生野区担当教育次長執行枠）「学び支援事業　模擬検定のススメ」にかかる経費の支出について（林寺小学校）
18,900

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 平成30年度　校長経営戦略支援予算（生野区担当教育次長執行枠）「学び支援事業　模擬検定のススメ」にかかる経費の支出について（舎利寺小学校）
15,400

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度生きるチカラまなびサポート事業の実施にかかる報償金の支出について（生野小学校）
9,855

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度生きるチカラまなびサポート事業の実施にかかる報償金の支出について（東桃谷小学校）
24,055

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「きずなネット」・地域自主防災活動支援事業　大阪市生野区役所Web版ハザードマップ構築業務委託経費の支出について
2,021,760

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度生きるチカラまなびサポート事業の実施にかかる報償金の支出について（西生野小学校）
14,620

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 密集住宅市街地対策の啓発事業用「空き家カフェ拡大版」の実施にかかる講師謝礼金の支出について（２名分）【平成31年１月19日実施】
25,740

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「きずなネット」・地域自主防災活動支援事業　三角巾の買入経費の支出について
46,980

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「第４回生野区持続可能なまちづくり活動支援事業報告会」の実施にかかる委員報償金の支出について【平成３１年２月１８日実施（３名分）】
33,000

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働型自転車利用適正化事業用啓発物品（フラパネル）の買入経費の支出について
276,480

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度生涯学習ルーム事業における講師謝礼金の支出について（中川2月分）
5,000

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画総務課用小口支払基金繰入金の支出について（地域まちづくり課2月分③）
9,806

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 企画総務課用小口支払基金繰入金の支出について（地域まちづくり課2月分③）
540

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域まちづくり課市内出張交通費の支出について（１月分）
12,768

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成３０年度大阪市スポーツ推進委員にかかる報酬の支出について（10月～３月分）
139,200

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度JR桃谷駅周辺地域自転車利用適正化協働パートナー事業業務事業者選定会議（第1、2回目）にかかる委員報償金の支出について
103,000

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度生涯学習ルーム事業における講師謝礼金の支出について（生野2月分）
2,000

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「平成31年度生野区地域公園協働パートナー事業」の業者選定会議にかかる委員報償金の支出について（平成30年12月14日及び平成31年2月28日実施分）
99,000

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「平成31年度生野区コミュニティ育成事業」の業者選定会議にかかる委員報償金の支出について（平成30年12月14日、平成31年2月28日開催分）
104,520

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度生きるチカラまなびサポート事業の実施にかかる報償金の支出について（東桃谷小学校）
43,400

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度生涯学習ルーム事業における講師謝礼金の支出について（北鶴橋3月分）
5,000

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域まちづくり課市内出張交通費の支出について（１２月分）
13,694

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発推進事業用啓発物品の購入経費の支出について
223,560

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度生野区地域安全防犯カメラ設置補助金の支出について（東中川連合振興町会）
300,000

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 平成30年度　校長経営戦略支援予算（生野区担当教育次長執行枠）「学び支援事業　模擬検定のススメ」にかかる経費の支出について（御幸森小学校）
19,600

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度生きるチカラまなびサポート事業の実施にかかる報償金の支出について（西生野小学校）
30,500

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生きるチカラまなびサポート事業運営アドバイザー会議（平成30年度第３回）の所要経費の支出について【平成31年２月19日実施】
17,720

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生きるチカラまなびサポート事業運営アドバイザー会議（平成30年度第３回）の所要経費の支出について【平成31年２月19日実施】
17,760
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生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生きるチカラまなびサポート事業運営アドバイザー会議（平成30年度第３回）の所要経費の支出について【平成31年２月19日実施】
16,920

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生きるチカラまなびサポート事業運営アドバイザー会議（平成30年度第３回）の所要経費の支出について【平成31年２月19日実施】
17,280

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立生野区民センター既納使用料の還付について（過年度分）
11,460

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度生涯学習ルーム事業における講師謝礼金の支出について（中川3月分）
5,000

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度生きるチカラまなびサポート事業の実施経費の支出について（田島中学校区）
15,940

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域まちづくり課事務用コピー料金の支出について（2月分）
8,953

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域まちづくり課事務用コピー料金の支出について（2月分）
19,501

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画総務課用小口支払基金繰入金の支出について（地域まちづくり課3月分①）
16,200

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画総務課用小口支払基金繰入金の支出について（地域まちづくり課3月分①）
860

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域・子ども安全コミュニティづくり事業用厚口マルチペーパーほか２８点買入経費の支出について
213,170

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域まちづくり課事務用コピー料金の支出について（2月分）
57,586

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 企画総務課小口支払基金繰入金の支出について（地域まちづくり課３月分②）
19,440

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 企画総務課用小口支払基金繰入金の支出について（地域まちづくり課3月分①）
9,072

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度生野区地域安全防犯カメラ設置補助金の支出について（北鶴橋第８振興町会）
150,000

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 平成30年度　校長経営戦略支援予算（生野区担当教育次長執行枠）「学び支援事業　模擬検定のススメ」にかかる経費の支出について（生野小学校）
27,200

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「きずなネット」・地域自主防災活動支援事業　地域防災リーダー用装備品ヘルメット買入経費の支出について
323,676

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
1,820

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
2,430

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域・子ども安全コミュニティづくり事業地域安全防犯パトロール用携帯電話料金の支出について（2月分）
6,071

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
5,945

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
600

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
82

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
366

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
20,024

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
10,963

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
92

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
5,422

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
1,560

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
1,480

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 平成30年度　校長経営戦略支援予算（生野区担当教育次長執行枠）「学び支援事業　模擬検定のススメ」にかかる経費の支出について（中川小学校）
44,800

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
2,204

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立生野区民センター既納使用料の還付について（過年度分）
2,600

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区防災対策事務費　ＩＰ無線機使用料金の支出について（２月分）
13,608

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度市民協働型自転車利用適正化事業（地下鉄北巽駅・南巽駅周辺）経費の支出について（平成31年2月分）
41,472

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度市民協働型自転車利用適正化事業（近鉄鶴橋駅・近鉄今里駅）経費の支出について（平成31年2月分）
62,208

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区防災対策事務事業用　撥水加工リュックサックの買入経費の支出について
208,008

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度生野区における夜間の青色防犯パトロール業務委託経費の支出について（平成31年2月分）
114,170

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生野区学校支援ボランティア人材バンク事業にかかる「基礎研修（平成30年度冬季募集）」の実施にかかる講師謝礼金の支出について【平成31年３月11日実施】
9,581

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 生野区学校支援ボランティア人材バンク事業にかかる「基礎研修（平成30年度冬季募集）」の実施にかかる講師謝礼金の支出について【平成31年３月11日実施】
4,539

生野区役所 地域まちづくり課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 青少年健全育成事業用　『こども110番』運動啓発ポスター・チラシ印刷請負業務経費の支出について
24,300

旭区役所 総務課 平成31年03月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域防災事業用　衛星携帯電話通信料にかかる支出について（平成31年1月分・ＫＤＤＩ）
40,000

旭区役所 総務課 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度　大阪市旭区役所　水道水水質検査等業務委託の経費の支出について
47,520

旭区役所 総務課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課　小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月分）
26,068

旭区役所 総務課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課　小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月分）
15,914

旭区役所 総務課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 総務課　小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月分）
3,000

旭区役所 総務課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課　小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月分）
7,020

旭区役所 総務課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課　小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月分）
1,080
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旭区役所 総務課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課　小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月分）
1,080

旭区役所 総務課 平成31年03月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 総務課　小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月分）
4,100

旭区役所 総務課 平成31年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 総務課　小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月分）
5,163

旭区役所 総務課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 旅費　特別旅費 平成30年度海外研修への派遣及び同経費の支出について
2,070

旭区役所 総務課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域防災事業用　衛星携帯電話通信料金の支出について（平成31年1月分　日本デジコム分）
49,000

旭区役所 総務課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙企画編集業務所要経費の支出について（平成31年３月号）
181,440

旭区役所 総務課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙企画編集業務所要経費の支出について（平成31年３月号）
90,720

旭区役所 総務課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度　大阪市旭区役所ほか１か所ねずみ・害虫駆除等業務委託の経費の支出について
82,080

旭区役所 総務課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料
平成30年度旭区役所庁舎、旭区保健福祉センター分館から排出する産業廃棄物収集運搬・処分業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成31年2
月分） 57,888

旭区役所 総務課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙点字版製作・発送業務所要経費の支出について（平成31年３月号）
46,332

旭区役所 総務課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 旭区役所及び旭区保健福祉センター分館におけるＡＥＤ（自動体外式除細動器）一式借入（その２）経費の支出について（平成31年2月分）
4,298

旭区役所 総務課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 宿日直専門員及び災害等に備えた宿直業務用　平成30年度　旭区役所における宿日直用寝具等借入（概算契約）経費の支出について（平成31年2月分）
10,368

旭区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報事業用　区広報紙印刷業務所要経費の支出について（平成31年３月号）
174,009

旭区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報事業用　区広報紙印刷業務所要経費の支出について（平成31年３月号）
232,243

旭区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区保健福祉センター分館機械警備業務委託（長期契約）にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
7,560

旭区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 平成31年度旭区内中学校での課外学習事業（旭塾）協定締結事業者選定委員会委員に対する報償金の支出について
42,060

旭区役所 総務課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配付等業務所要経費の支出について（平成31年３月号）
19,119

旭区役所 総務課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配付等業務所要経費の支出について（平成31年３月号）
9,559

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 広報事業用　平成31年度旭区広報紙「広報あさひ」企画編集業務にかかるデザインコンペ選定委員会委員に対する報償金の支出について
40,500

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 旭区保健福祉センター分館における電気料金の支出について（平成31年2月分）
81,734

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 旭区役所における電気料金の支出について（平成31年2月分）
627,526

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（２月分）
2,490

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（２月分）
9,374

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（２月分）
15,990

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（２月分）
2,704

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（２月分）
30,428

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔高殿連合振興町会〕
30

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔高殿南連合振興町会〕
5,904

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔高殿南連合振興町会〕
5,904

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔高殿南連合振興町会〕
5,904

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔高殿南連合振興町会〕
2,952

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔高殿南連合振興町会〕
1,476

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔高殿南連合振興町会〕
1,476

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔高殿南連合振興町会〕
82,662

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔清水連合振興町会〕
120,131

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔高殿連合振興町会〕
11,010

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔高殿連合振興町会〕
11,010

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔高殿連合振興町会〕
24

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔高殿連合振興町会〕
11,010

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔高殿連合振興町会〕
5,505

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所庁舎設備維持用　旭区役所特別管理産業廃棄物（鉛蓄電池）収集・運搬及び処分業務委託の実施及び経費の支出について
64,800

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔高殿連合振興町会〕
2,752

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔高殿連合振興町会〕
2,752

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔清水連合振興町会〕
8,580

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔高殿連合振興町会〕
154,098

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔古市連合振興町会〕
11,617

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔城北連合振興町会〕
7,670
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旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔城北連合振興町会〕
7,670

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔城北連合振興町会〕
3,835

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔城北連合振興町会〕
1,917

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔城北連合振興町会〕
1,917

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔大宮連合振興町会〕
11,629

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔中宮連合振興町会〕
116,849

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔城北連合振興町会〕
107,397

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔生江連合振興町会〕
4,735

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔生江連合振興町会〕
4,732

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔生江連合振興町会〕
4,732

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔生江連合振興町会〕
2,366

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区役所窓口案内業務従事者派遣（長期継続契約）その２に係る経費の支出について（平成31年2月分）
181,571

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔清水連合振興町会〕
2,145

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔生江連合振興町会〕
1,183

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔清水連合振興町会〕
2,145

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔清水連合振興町会〕
4,290

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔城北連合振興町会〕
7,670

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔清水連合振興町会〕
8,580

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔新森連合振興町会〕
7,000

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔新森連合振興町会〕
196,218

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔生江連合振興町会〕
1,183

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔生江連合振興町会〕
66,270

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔中宮連合振興町会〕
8,459

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔中宮連合振興町会〕
8,258

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔中宮連合振興町会〕
8,258

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔中宮連合振興町会〕
4,129

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔中宮連合振興町会〕
2,064

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔新森連合振興町会〕
3,500

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔古市連合振興町会〕
11,617

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔古市連合振興町会〕
5,808

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔大宮連合振興町会〕
11,629

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔大宮連合振興町会〕
11,629

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔大宮連合振興町会〕
5,814

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔新森連合振興町会〕
3,500

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔中宮連合振興町会〕
2,064

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔新森連合振興町会〕
14,001

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔清水連合振興町会〕
8,580

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔大宮連合振興町会〕
162,821

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔新森連合振興町会〕
14,001

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔新森連合振興町会〕
14,026

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔古市連合振興町会〕
162,643

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔古市連合振興町会〕
2,904

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔古市連合振興町会〕
2,904

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔太子橋連合振興町会〕
5,585

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔太子橋連合振興町会〕
5,585

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔大宮連合振興町会〕
2,907

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔太子橋連合振興町会〕
78,198
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旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔太子橋連合振興町会〕
5,585

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔太子橋連合振興町会〕
2,792

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔太子橋連合振興町会〕
1,396

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔太子橋連合振興町会〕
1,396

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔古市連合振興町会〕
11,617

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成30年10月号～平成31年３月号）〔大宮連合振興町会〕
2,907

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（２月分）
738

旭区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（２月分）
246

旭区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用トナーカートリッジほか１点購入経費の支出について
75,600

旭区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課　小口支払基金繰入金の支出について（平成31年3月分（1回目））
10,200

旭区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用トナーカートリッジほか１点購入経費の支出について
101,088

旭区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用トナーカートリッジほか１点購入経費の支出について
50,112

旭区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課　小口支払基金繰入金の支出について（平成31年3月分（1回目））
21,574

旭区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用トナーカートリッジほか１点購入経費の支出について
50,112

旭区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 総務課　小口支払基金繰入金の支出について（平成31年3月分（1回目））
3,000

旭区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課　小口支払基金繰入金の支出について（平成31年3月分（1回目））
10,040

旭区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理事業用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（平成２８年３月～平成３２年２月借入）【平成30年度２月分】
246,142

旭区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料
平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（旭区役所）一式長期借入（平成30年３月１日～平成34年２月28日まで）にかかる経費の支出について（平成30年度２
月分） 346,019

旭区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（旭区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成30年度２月分）
10,865

旭区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 総務課　小口支払基金繰入金の支出について（平成31年3月分（1回目））
12,400

旭区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 空家等対策業務にかかる出張旅費の支出について
93,040

旭区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課コピー代の支出について（平成31年2月分）
17,058

旭区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課コピー代の支出について（平成31年2月分）
6,133

旭区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課コピー代の支出について（平成31年2月分）
24,492

旭区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広報事業用　大判プリンター用インクカートリッジほか８点購入経費の支出について
294,840

旭区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料
平成30年度旭区役所庁舎及び旭区保健福祉センター分館から排出する一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成31年2月
分） 9,272

旭区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所業務用　タブレット端末利用に係る通信料の支出について（平成31年２月分）
7,992

旭区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災事業用　大型消火器周知用のぼり旗ほか２点買入経費の支出について
92,815

旭区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度　大阪市旭区役所　受水槽等にかかる清掃等業務委託の経費の支出について
270,000

旭区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料
障がい者の就業訓練を目的とした大阪市旭区役所庁舎並びに旭区保健福祉センター分館清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成31年2月
分） 637,200

旭区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ドアエンジンほか４点（旭区役所）買入経費の支出について
972,000

旭区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災事業用　ヘッドライトほか４点買入経費の支出について
249,480

旭区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 旭区学校教育サポート事業にかかる講師謝礼の支出について（平成３１年２月４日実施分）
88,320

旭区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災事業用　ビスコ保存缶ほか４点買入経費の支出について
346,898

旭区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域防災事業用　旭区地域防災マップ印刷業務経費の支出について
53,784

旭区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成31年3月請求（31年2月使用分）旭区役所における専用回線電話代の支出について
28,267

旭区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成31年3月請求（2月使用分）証明書発行システム回線使用料の支出について
3,814

旭区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成31年3月請求（2月使用分）証明書発行システム通信料の支出について
918

旭区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域防災事業用　衛星携帯電話通信料金の支出について（平成31年２月分　日本デジコム分）
49,000

旭区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（平成30年度２月分　常時啓発、統一地方選選挙費）
5,822

旭区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（平成30年度２月分　統一地方選選挙費）
6,722

旭区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（平成30年度２月分　常時啓発、統一地方選選挙費）
368

旭区役所 市民協働課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 旭区魅力発信事業用コピー用紙ほか３０点の購入における支出について
138,996

旭区役所 市民協働課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯対策事業用　刷毛ほか13点買入経費の支出について
234,684

旭区役所 市民協働課 平成31年03月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課コピー代の支出について（平成31年1月分）
12,301

旭区役所 市民協働課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム（地域連携支援）講師謝礼金の支出について（平成31年１月実施分）（その２）
10,000

旭区役所 市民協働課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課　小口支払基金繰入金の支出について（平成31年２月分）１回目
2,268
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旭区役所 市民協働課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課　小口支払基金繰入金の支出について（平成31年２月分）１回目
5,205

旭区役所 市民協働課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課　小口支払基金繰入金の支出について（平成31年２月分）１回目
3,414

旭区役所 市民協働課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業用　体育館用モップほか９点買入にかかる経費の支出について
139,077

旭区役所 市民協働課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課　小口支払基金繰入金の支出について（平成31年２月分）１回目
2,706

旭区役所 市民協働課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 市民協働課　小口支払基金繰入金の支出について（平成31年２月分）１回目
3,660

旭区役所 市民協働課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所附設会館管理運営用　直流電源設備用　制御・表示基板ほか14点（旭区役所）買入に係る経費の支出について
1,296,000

旭区役所 市民協働課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課　小口支払基金繰入金の支出について（平成31年２月分）２回目
2,808

旭区役所 市民協働課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課　小口支払基金繰入金の支出について（平成31年２月分）２回目
2,452

旭区役所 市民協働課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 交通安全運動事業用　反射リストバンドほか1点買入経費の支出について
101,736

旭区役所 市民協働課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課　小口支払基金繰入金の支出について（平成31年２月分）２回目
821

旭区役所 市民協働課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 市民協働課　小口支払基金繰入金の支出について（平成31年２月分）２回目
504

旭区役所 市民協働課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課　小口支払基金繰入金の支出について（平成31年２月分）２回目
360

旭区役所 市民協働課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課　小口支払基金繰入金の支出について（平成31年３月分）１回目
2,717

旭区役所 市民協働課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課　小口支払基金繰入金の支出について（平成31年３月分）１回目
7,560

旭区役所 市民協働課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度　旭区にほんご教室講師謝礼金の支出について（平成31年２月分）
58,176

旭区役所 市民協働課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯対策事業用　缶バッジ製造機ほか２点買入経費の支出について
63,180

旭区役所 市民協働課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 人権を考える区民のつどい「里親シンポジウム」用チラシ・ポスター印刷業務に係る経費の支出について
70,372

旭区役所 市民協働課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 魅力発信事業用　旭区イタセンパラマスコットキャラクター「パラッチ」シール印刷業務における支出について
115,668

旭区役所 市民協働課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 防犯対策事業用　缶バッジ製造機ほか２点買入経費の支出について
118,800

旭区役所 市民協働課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域の花咲か事業にかかるパンジーほか19点の買入にかかる経費の支出について
102,600

旭区役所 市民協働課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成30年度スポーツ推進委員報酬の支出について（後期分）
148,800

旭区役所 市民協働課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課　小口支払基金繰入金の支出について（平成31年３月分）２回目
432

旭区役所 市民協働課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 市民協働課　小口支払基金繰入金の支出について（平成31年３月分）２回目
19,800

旭区役所 市民協働課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課　小口支払基金繰入金の支出について（平成31年３月分）２回目
1,066

旭区役所 市民協働課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 市民協働課　小口支払基金繰入金の支出について（平成31年３月分）２回目
600

旭区役所 市民協働課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 春休みふれあいシアター周知用チラシ・ポスター印刷業務所要経費の支出について（人権啓発・相談事業）
48,843

旭区役所 市民協働課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯対策事業用　インクカートリッジほか26点買入経費の支出について
170,650

旭区役所 市民協働課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 商店街魅力向上事業用　旭区再発見まち歩きマップ「大宮神社と千林界隈の商店街ぶらぶらコース」印刷業務における支出について
17,280

旭区役所 市民協働課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館管理運営用　特別管理産業廃棄物（鉛蓄電池）収集・運搬及び処分業務委託経費の支出について
135,000

旭区役所 市民協働課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（市民協働・まち魅力）後納郵便料の支出について（平成31年２月分）
3,290

旭区役所 市民協働課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（市民協働・まち魅力）後納郵便料の支出について（平成31年２月分）
242

旭区役所 市民協働課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（市民協働・まち魅力）後納郵便料の支出について（平成31年２月分）
1,736

旭区役所 市民協働課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（市民協働・まち魅力）後納郵便料の支出について（平成31年２月分）
4,046

旭区役所 市民協働課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（市民協働・まち魅力）後納郵便料の支出について（平成31年２月分）
492

旭区役所 市民協働課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課　小口支払基金繰入金の支出について（平成31年３月分）３回目
13,932

旭区役所 市民協働課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯区業務用電話代の支出について（２月分）
7,683

旭区役所 市民協働課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯対策事業用　ノートパソコンほか３点買入経費の支出について
31,860

旭区役所 市民協働課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯カメラ（公設置）に係る電気料金の支出について（２月分）
5,338

旭区役所 市民協働課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 防犯対策事業用　ノートパソコンほか３点買入経費の支出について
248,940

旭区役所 市民協働課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課コピー代の支出について（平成31年２月分）
18,071

旭区役所 市民協働課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所附設会館管理運営用　据置鉛蓄電池（旭区役所）買入に係る経費の支出について
1,260,360

旭区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム（地域連携支援）講師謝礼金の支出について（平成31年2月実施分）
65,000

旭区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 特別弔慰金に係る出張旅費の支出について（9月分～1月分）
1,500

旭区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について（３月分支払資金）
27,000

旭区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出
退職被保険者等還付
金

償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について（３月分支払資金）
3,000

旭区役所 窓口サービス課 平成31年03月06日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用　プリンタートナーほか５点買入経費の支出について
35,910

旭区役所 窓口サービス課 平成31年03月06日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料還付加算金の支出について
2,300
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旭区役所 窓口サービス課 平成31年03月06日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険事業用　国民健康保険療養費等の支出について（第８期保険者間調整分）
3,282,483

旭区役所 窓口サービス課 平成31年03月06日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険事業用　国民健康保険高額療養費等の支出について（第８期保険者間調整分）
187,168

旭区役所 窓口サービス課 平成31年03月06日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般）の支出について
129,574

旭区役所 窓口サービス課 平成31年03月06日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用　プリンタートナーほか５点買入経費の支出について
14,472

旭区役所 窓口サービス課 平成31年03月12日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般）の支出について
3,242

旭区役所 窓口サービス課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市旭区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成３１年１月分）
281,996

旭区役所 窓口サービス課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市旭区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成３１年１月分）
2,697,427

旭区役所 窓口サービス課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金担当出張旅費（2月分）の支出について
1,090

旭区役所 窓口サービス課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当　後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
9,332

旭区役所 窓口サービス課 平成31年03月19日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当　後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
42,215

旭区役所 窓口サービス課 平成31年03月19日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当　後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
84,926

旭区役所 窓口サービス課 平成31年03月19日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当　後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
67,847

旭区役所 窓口サービス課 平成31年03月19日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当　後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
361,740

旭区役所 窓口サービス課 平成31年03月19日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当　後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
51,486

旭区役所 窓口サービス課 平成31年03月19日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当　後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
39,121

旭区役所 窓口サービス課 平成31年03月19日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当　後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
28,025

旭区役所 窓口サービス課 平成31年03月19日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当　後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
57,056

旭区役所 窓口サービス課 平成31年03月20日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般）の支出について
21,346

旭区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成31年3月分　国民健康保険事業用葬祭費負担金の支出について
650,000

旭区役所 窓口サービス課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（戸籍・住民登録担当）　後納郵便料の支出について（平成３１年２月分）
4,174

旭区役所 窓口サービス課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（戸籍・住民登録担当）　後納郵便料の支出について（平成３１年２月分）
41,661

旭区役所 窓口サービス課 平成31年03月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（戸籍・住民登録担当）　後納郵便料の支出について（平成３１年２月分）
2,132

旭区役所 窓口サービス課 平成31年03月26日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険事業用　国民健康保険療養費の支出について（２月執行分）
512,643

旭区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民登録）市内出張交通費（平成３１年２月分）の支出について
1,352

旭区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課　保険年金担当コピー代の支出について（平成３１年２月分）
959

旭区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課　保険年金担当コピー代の支出について（平成３１年２月分）
5,064

旭区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課　保険年金担当コピー代の支出について（平成３１年２月分）
2,000

旭区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課　保険年金担当コピー代の支出について（平成３１年２月分）
4,000

旭区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課　保険年金担当コピー代の支出について（平成３１年２月分）
804

旭区役所 窓口サービス課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 窓口サービス課　コピー代の支出について（平成31年2月分）
326

旭区役所 窓口サービス課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 窓口サービス課事務用　PASiD用リボンキットほか１１点買入にかかる経費の支出について
39,852

旭区役所 窓口サービス課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課事務用　PASiD用リボンキットほか１１点買入にかかる経費の支出について
92,448

旭区役所 窓口サービス課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課　コピー代の支出について（平成31年2月分）
11,238

旭区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険事業用　国民健康保険療養費等の支出について（保険者間直接調整分）
239,307

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課コピー代の支出について（平成３１年１月分）
15,451

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課コピー代の支出について（平成３１年１月分）
4,347

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課コピー代の支出について（平成３１年１月分）
3,000

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成３０年度　２月分　ＢＣＧ接種医師報償金の支出について
49,660

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 平成３０年度市立保育所消耗品事業資金（特別保育）３月分の支出について
10,000

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課コピー代の支出について（平成３１年１月分）
1,000

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成３０年度市立保育所消耗品事業資金（通常保育）３月分の支出について
90,000

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課保健・子育て支援担当および保健福祉センター分館のコピー代の支出について（平成３１年１月分）
12,060

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）　コピー代の支出について（平成31年１月分）
29,706

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険コピー代の支出について(平成31年1月分）
4,358

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
207,664

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成30年度　家族教室事業における講師謝礼金の支出について【平成31年２月６日開催分】
17,200

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 成年後見制度市長審判請求にかかる診断書作成料の支出について
3,280
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旭区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
1,079,499

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

扶助費　其他扶助金 成年後見人等の報酬助成にかかる費用の支出について
233,280

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健・子育て支援担当　小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年２月後半分）
12,279

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健・子育て支援担当　小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年２月後半分）
2,574

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生活保護事務用　ふせんほか25点買入経費の支出について
9,360

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 保健・子育て支援担当　小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年２月後半分）
5,000

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 保健・子育て支援担当　小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年２月後半分）
4,320

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
1,535,595

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

需用費　消耗品費 生活保護事務用　ふせんほか25点買入経費の支出について
10,380

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用　ふせんほか25点買入経費の支出について
9,500

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用　ふせんほか25点買入経費の支出について
1,674

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用　ふせんほか25点買入経費の支出について
5,327

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用　ふせんほか25点買入経費の支出について
18,974

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健・子育て支援担当　小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年２月後半分）
1,384

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

需用費　消耗品費 保健・子育て支援担当　小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年２月後半分）
1,382

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子育て安全ネット事業用　「プレママサロン(マタニティカフェ)」における講師謝礼の支出について（２月１６日開催分）
8,600

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子育て安全ネット事業用　「赤ちゃん広場」における講師謝礼の支出について（２月２０日開催分）
4,300

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「あさひ健康フェスタ２０１９＆食育フェスタ」チラシ・ポスター印刷経費の支出について
41,226

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度心身障がい者（児）住宅改修費給付金の支出について【重度心身障がい者（児）住宅改修費給付事業用】
280,000

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 「あさひ健康フェスタ２０１９＆食育フェスタ」チラシ・ポスター印刷経費の支出について
25,194

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

需用費　印刷製本費 「旭区在宅医療・介護連携推進会議　特別公演」パンフレット印刷経費の支出について
15,498

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

扶助費　其他扶助金 成年後見人等の報酬助成にかかる費用の支出について
216,000

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

扶助費　其他扶助金 成年後見人等の報酬助成にかかる費用の支出について
216,000

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

扶助費　其他扶助金 成年後見人等の報酬助成にかかる費用の支出について
162,000

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 こども食堂学習等支援事業に係る報償金の支出について（平成30年12月分）
15,600

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 子育て安全ネット事業用　「あさひキッズカード」啓発チラシ・ポスター印刷業務所要経費の支出について
43,200

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 子育て安全ネット事業用　あさひ子育てキッズカード印刷経費の支出について
38,880

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　住宅改修費の支出について
6,250

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　住宅改修費の支出について
2,750

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　　文書料の支出について
64,860

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　　通院移送費の支出について
93,320

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　　治療材料費の支出について
180,763

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

扶助費　其他扶助金 成年後見人等の報酬助成にかかる費用の支出について
205,200

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 旭区地域自立支援協議会物販活動にかかる施設利用料の支出について（平成３１年２月分）
4,000

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　オムツ代の支出について
840,257

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　生活移送費の支出について
536,640

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　教育扶助費の支出について
224,431

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　葬祭費の支出について
1,185,790

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　進学準備給付金の支出について
100,000

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　就労自立給付金の支出について
105,643

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 地域福祉担当　小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年３月分１回目）
4,683

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成３０年度市立保育所消耗品事業資金（通常保育）３月分（追加分）の支出について
60,000

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 地域福祉担当　小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年３月分１回目）
8,148

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 地域福祉担当　小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年３月分１回目）
6,800

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 こども食堂学習等支援事業に係る報償金の支出について（平成31年１月分）
7,920

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 チラシ「あさひプレママサロン～マタニティカフェ～」印刷にかかる経費の支出について
24,516

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費及び高額障がい児通所給付費の支払いについて
11,500
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旭区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費及び高額障がい児通所給付費の支払いについて
11,500

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援）市内出張交通費　平成30年12月・平成31年１月分の支出について
1,960

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健・子育て支援担当　小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年３月前半分）
432

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 保健・子育て支援担当　小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年３月前半分）
324

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 保健・子育て支援担当　小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年３月前半分）
5,000

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援）市内出張交通費　平成30年12月・平成31年１月分の支出について
920

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援）市内出張交通費　平成30年12月・平成31年１月分の支出について
370

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援）市内出張交通費　平成30年12月・平成31年１月分の支出について
1,430

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援）市内出張交通費　平成30年12月・平成31年１月分の支出について
1,160

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　生活移送費の支出について
160,920

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　教育扶助費の支出について
357,969

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健・子育て支援担当　小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年３月前半分）
16,041

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当　小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年３月前半分）
1,240

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当　小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年３月前半分）
3,100

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当　小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年３月前半分）
700

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 成年後見制度市長審判請求にかかる診断書作成料の支出について
5,000

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　福祉用具購入費の支出について
8,816

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　　文書料の支出について
145,000

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成３１年２月分　未支払い児童手当の支払いについて
10,000

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 平成３０年度市立保育所賄材料費（３月分）の支出について
1,979,200

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる平成３１年２月分後納郵便料金の支出について
83,683

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 需用費　消耗品費 介護予防地域健康講座用　自動血圧計ほか１点買入にかかる経費の支出について
32,184

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 成年後見の裁判所への市長申し立てにかかる鑑定費用の支出について
50,000

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 成年後見の裁判所への市長申し立てにかかる鑑定費用の支出について
50,000

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 おかあさんのほっと！タイム（３月開催）にかかる講師料の支出について
9,800

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当　後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
12,008

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当　後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
2,355

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分後納郵便料金の支出について（地域福祉）
5,000

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分後納郵便料金の支出について（地域福祉）
6,119

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分後納郵便料金の支出について（地域福祉）
3,000

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分後納郵便料金の支出について（地域福祉）
18,000

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分後納郵便料金の支出について（地域福祉）
14,000

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
2,625,390

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分後納郵便料金の支出について（地域福祉）
3,000

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分後納郵便料金の支出について（地域福祉）
6,000

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分後納郵便料金の支出について（地域福祉）
10,000

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費の支出について（４月分　平成30年度予算分）
13,000,000

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費の支出について（４月分　平成30年度予算分）
7,000,000

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費の支出について（４月分　平成30年度予算分）
250,000

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費の支出について（４月分　平成30年度予算分）
70,000

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　　治療材料費の支出について
122,892

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費の支出について（４月分　平成30年度予算分）
1,200,000

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当　後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
174

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当　後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
164

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当　後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
7,371

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分後納郵便料金の支出について（地域福祉）
5,000

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当　後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
82
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旭区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当　後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
4,135

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分後納郵便料金の支出について（地域福祉）
102,000

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当　後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
656

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分後納郵便料金の支出について（地域福祉）
3,000

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当　後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
10,552

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月25日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付事務費

役務費　通信運搬費 平成３１年２月分後納郵便料金の支出について（地域福祉）
20,000

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月25日
国民健康保険事業会
計

保健事業費
特定健康診査等事業
費

特定健康診査等事業
費

役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当　後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
92

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険コピー代の支出について(平成31年2月分）
4,016

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生活保護業務適正化対策事業にかかる携帯電話代の支出について（２月分）
3,101

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　生活移送費の支出について
634,960

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　オムツ代の支出について
232,734

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　葬祭費の支出について
994,392

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 成年後見制度市長審判請求にかかる診断書作成料の支出について
5,000

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）　後納郵便料の支出について（平成31年２月分）
484

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）　後納郵便料の支出について（平成31年２月分）
92,044

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）　後納郵便料の支出について（平成31年２月分）
363,770

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）　後納郵便料の支出について（平成31年２月分）
8,685

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）　後納郵便料の支出について（平成31年２月分）
16,790

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　教育扶助費の支出について
270,376

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

扶助費　其他扶助金 成年後見人等の報酬助成にかかる費用の支出について
68,040

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業にかかる報償金の支出について（平成３１年２月分）
26,420

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 旭区地域自立支援協議会物販活動にかかる施設利用料の支出について（平成３１年３月分）
4,000

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
1,603,837

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　オムツ代の支出について
67,812

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　教育扶助費の支出について
54,300

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成３０年度　３月分　ＢＣＧ接種医師報償金の支出について
49,660

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成３１年２月分乳幼児健診等医師等報償金の支出について
329,960

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度あさひ学び舎事業（中・高生への学習・生活支援）・自立育み支援業務委託　公募型プロポーザル実施にかかる選定委員会委員報酬の支出について
81,000

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子育て安全ネット事業用　「赤ちゃん広場」における講師謝礼の支出について（３月２０日開催分）
4,300

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 旭区地域自立支援協議会物販活動事業にかかるボランティア活動報酬金の支出について（平成３１年２月分）
5,200

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成３０年度１２・１月分市内出張交通費の支出について（保健・子育て支援担当）
640

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成３０年度２月分市内出張交通費の支出について（保健・子育て支援担当）
1,498

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成３０年度１２・１月分市内出張交通費の支出について（保健・子育て支援担当）
3,953

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成３０年度１２・１月分市内出張交通費の支出について（保健・子育て支援担当）
3,012

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成30年4月～9月分の支出について
9,180

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成３０年度２月分市内出張交通費の支出について（保健・子育て支援担当）
1,220

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健・子育て支援事務用クリアーファイル買入（旭区役所）にかかる経費の支出について
77,760

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域福祉担当　小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年３月分２回目）
10,368

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域福祉担当事務用　ふせんほか48点買入経費の支出について
127,780

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課保健・子育て支援担当および保健福祉センター分館のコピー代の支出について（平成３１年２月分）
22,555

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 保健・子育て支援担当用　カラープリンター買入経費の支出について
87,264

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第４四半期）の支出について
1,120,541

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成30年4月～9月分の支出について
560

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成30年4月～9月分の支出について
2,430

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成30年4月～9月分の支出について
1,500

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成30年4月～9月分の支出について
2,060

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成30年4月～9月分の支出について
5,302
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旭区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
1,906,775

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
155,130

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成30年4月～9月分の支出について
3,700

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成３０年度高齢者住宅改修給付金の支出について
270,000

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）市内出張交通費　平成３０年２月分の支出について
620

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）市内出張交通費　平成３０年２月分の支出について
1,360

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　住宅改修費の支出について
9,000

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　　文書料の支出について
43,230

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　　治療材料費の支出について
85,394

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 平成３０年度１２・１月分市内出張交通費の支出について（保健・子育て支援担当）
1,940

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 平成３０年度２月分市内出張交通費の支出について（保健・子育て支援担当）
1,870

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 平成３０年度１２・１月分市内出張交通費の支出について（保健・子育て支援担当）
4,460

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第４四半期）の支出について
1,074,291

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報償費　報償金 平成３１年度旭区子育てサービス利用者支援事業受託者選定委員会に係る委員報酬の支出について
43,380

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成30年4月～9月分の支出について
1,380

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 平成３０年度１２・１月分市内出張交通費の支出について（保健・子育て支援担当）
320

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 平成30年度調整担当者研修にかかる市内出張旅費の支出について（第２クール）
2,187

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成30年4月～9月分の支出について
620

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成30年4月～9月分の支出について
960

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成30年4月～9月分の支出について
3,240

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 地域福祉担当　小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年３月分２回目）
5,954

旭区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 地域福祉担当　小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年３月分２回目）
3,400

城東区役所 総務課 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課市内出張旅費の支出について（平成３０年１２月分）
15,224

城東区役所 総務課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課　市内出張旅費の支出について（平成31年1月分）
4,980

城東区役所 総務課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 事務用カラーコピー料金の支出について（平成３１年１月分）
53,781

城東区役所 総務課 平成31年03月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 城東区マスコットキャラクターデザイン入りクリアホルダーのデザイン業務委託にかかる経費支出について
42,984

城東区役所 総務課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 区広報誌「ふれあい城東」（3月号）印刷業務委託（概算契約）にかかる経費支出について
856,710

城東区役所 総務課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　空調用ガス料金の支出について（平成３１年２月分）
374,951

城東区役所 総務課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　ガス料金の支出について（平成３１年２月分）
1,435

城東区役所 総務課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区広報誌「ふれあい城東」（2月号）全戸配布業務委託（概算契約）にかかる経費支出について
665,652

城東区役所 総務課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区広報誌「ふれあい城東」（3月号）企画・編集業務委託(概算契約)にかかる経費支出について
398,520

城東区役所 総務課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　仮設倉庫電気使用料の支出について（平成３１年２月分）
656

城東区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月分）
6,518

城東区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 城東区広報板の掲出ボード取替え業務経費の支出について
129,600

城東区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月分）
3,000

城東区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月分）
42,022

城東区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区庁舎設備維持費用 城東区複合施設から排出する一般廃棄物および産業廃棄物収集運搬業務委託の経費支出について（平成31年2月）
14,348

城東区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 城東区複合施設清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出について(2月分)
637,200

城東区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（城東区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
10,636

城東区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区庁舎管理経費用　城東区複合施設ＡＥＤ(自動体外式除細動器)セット一式　長期借入にかかる経費の支出について(2月分)
2,689

城東区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（城東区役所）　一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
253,170

城東区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　庁内情報利用パソコン等機器（城東区役所）一式長期借入契約にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
54,563

城東区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器（城東区役所）一式長期借入契約にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
338,590

城東区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まち魅力プロモーション事業用　城東区マスコットキャラクターデザイン入りクリアホルダー買入にかかる経費支出について
140,184

城東区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区広報誌「ふれあい城東」(3月号)の点字版作成業務委託（概算契約）にかかる経費支出について
72,200

城東区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 もと城東区民ホール　植栽管理業務委託経費の支出について
118,800

城東区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 城東区役所宿直員用寝具の賃貸借経費の支出について(2月分)
9,720
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城東区役所 総務課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 城東区役所遠隔手話等通訳にかかる業務委託契約にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
54,000

城東区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 城東区災害対策用職員住宅にかかる什器経費の支出について（2月分）
9,990

城東区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　片袖デスクほか２点（城東区役所総務課）の買入（その２）にかかる経費の支出について
173,232

城東区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー機使用料の支出について（平成３１年２月分）
116,617

城東区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 音声付順番案内システム機器設置業務委託経費の支出について
264,600

城東区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「平成３０年度第５回城東区区政会議（本会）」手話通訳謝礼にかかる経費の支出について
14,000

城東区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ベルトパーテーション（城東区役所総務課）の買入にかかる支出について
174,528

城東区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵送料（総合企画関係書類）の支出について（平成31年2月分）
23,608

城東区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵送料（区民アンケート事業）の支出について（平成31年2月分）
55,523

城東区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課一般事務用　後納郵便料の支出について（平成３１年２月利用分）
1,814

城東区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政情報発信事業用　モバイルデータ通信料（２月分）の支出について
3,693

城東区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 遠隔手話等窓口事業にかかる通信費（平成３１年２月利用分）の支出について
14,044

城東区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用　後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
348

城東区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用　後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
20,664

城東区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務用　後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
6,714

城東区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 広報誌「ふれあい城東」の企画提案型コンペにかかる選定委員への報償金にかかる経費支出について
43,820

城東区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　雨水利用にかかる下水道使用料の支出について（２月分）
8,359

城東区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　電気使用料の支出について（平成３１年２月使用分）
1,596,986

城東区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ケーブルテレビ利用料の支出について(平成３１年２月利用分)
1,748

城東区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 事務用カラーコピー料金の支出について（平成３１年２月分）
24,195

城東区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　水道料金の支出について（平成３１年３月分）
231,882

城東区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成30年度もと城東区役所内産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託経費の支出について
162,000

城東区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平成30年度もと城東区役所内産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託経費の支出について
432,000

城東区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民局証明書発行システム用　ＮＴＴ西日本　回線使用料の支出について（平成３１年２月利用分）
3,814

城東区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 城東区ふれあいマップ編集業務委託にかかる経費支出について
138,240

城東区役所 市民協働課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成３０年度　はぐくみネット事業　講師謝礼金の支出について（関目東小学校）
10,000

城東区役所 市民協働課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成３０年度「アイラブ城北川プロジェクト」事業用（桜まつり）チラシの印刷にかかる経費の支出について
32,400

城東区役所 市民協働課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成３０年度「芸術文化の薫るまちづくり事業用（第15回吹奏楽フェスティバル）」チラシの印刷にかかる経費の支出について
37,260

城東区役所 市民協働課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業用　地域防災対策用　三角巾　買入（城東区役所市民協働課）に係る経費の支出について
32,400

城東区役所 市民協働課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 地域防災対策事業用「関目地域防災マップ」企画・編集業務委託に係る経費の支出について
54,000

城東区役所 市民協働課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 芸術文化の薫るまちづくり事業用 「第15回城東区吹奏楽フェスティバル」クリアファイル作成にかかる経費の支出について
37,908

城東区役所 市民協働課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策事業　啓発物品用　ミニタオルの買入（城東区役所市民協働課）にかかる経費の支出にについて
39,420

城東区役所 市民協働課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業用　地域防災リーダー用装備品ゴム半長靴（城東区役所市民協働課）買入に係る経費の支出について
362,880

城東区役所 市民協働課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業にかかるラインテープ(赤)ほか29点（城東区役所）購入経費の支出について
990,241

城東区役所 市民協働課 平成31年03月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業用　手指消毒用アルコール、使い捨て防じんマスクの買入にかかる経費の支出について
195,242

城東区役所 市民協働課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 「種から育てる地域の花づくり支援事業」にかかる花づくり広場電気使用料の支出について（２月分）
1,248

城東区役所 市民協働課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策事業　ドライブレコーダー買入（城東区役所市民協働課）にかかる経費の支出について
21,384

城東区役所 市民協働課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度「城東区人権啓発推進事業」業務委託料の支出について
1,303,911

城東区役所 市民協働課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成30年度学校体育施設開放事業（下半期）にかかるコピー用紙ほか29点の購入に伴う経費の支出について
368,415

城東区役所 市民協働課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成30年度「学校体育施設開放事業」にかかる諏訪運動場電気料金の支出について（2月分）その２
392

城東区役所 市民協働課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成30年度「学校体育施設開放事業」にかかる諏訪運動場電気料金の支出について（2月分）その１
5,081

城東区役所 市民協働課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成30年度スポーツ推進委員報酬の支払いについて（下半期分）
216,000

城東区役所 市民協働課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業用　アルファ化米　（城東区役所）買入に係る経費の支出について
545,184

城東区役所 市民協働課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業用　大阪市職員用防災服装備品一式買入（城東区役所市民協働課）に係る経費の支出について
386,910

城東区役所 市民協働課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策事業　自転車用ワイヤーロック鍵式の買入（城東区役所市民協働課）にかかる経費の支出について
213,840

城東区役所 市民協働課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 成人の日記念のつどい事業において城東区民センター（ホール）を使用する際の映像・音響・照明にかかる技術提供業務委託経費の支出について
112,320

城東区役所 市民協働課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 芸術文化の薫るまちづくり事業「第15回城東区吹奏楽フェスティバル」実施にかかる保険料の支出について
11,850
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城東区役所 市民協働課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 人と人をつなぐ城東区の絆プロジェクト事業用「ゆめまち『榎並猿楽』連続講座」（第3回）開催に係る講師謝礼の支出について
26,000

城東区役所 市民協働課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策業務用　携帯電話使用料の支出について（２月利用分）
9,086

城東区役所 市民協働課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民活動支援担当事務にかかる後納郵送料（平成31年2月分）の支出について
8,494

城東区役所 市民協働課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 地域安全防犯対策事業用　街頭用防犯カメラ取付・点検作業（その２）の業務委託に係る経費の支出について
64,800

城東区役所 市民協働課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 城東区内市立中学校吹奏楽部に対する技術指導業務業者選定委員謝礼の支出について
51,320

城東区役所 市民協働課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 ｢生涯学習ルーム作品展｣用ポスター・チラシの印刷その２に伴う経費の支出について
26,460

城東区役所 市民協働課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成30年度「学校体育施設開放事業」にかかる諏訪運動広場水道使用料の支出について（3月分）その１
1,544

城東区役所 市民協働課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成30年度「学校体育施設開放事業」にかかる諏訪運動広場水道使用料の支出について（3月分）その２
1,512

城東区役所 市民協働課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 空家対策事務等及び戦没者弔慰金関連事務用　後納郵送料の支出について（平成３１年２月分）
1,066

城東区役所 市民協働課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 地域安全防犯対策事業用　街頭防犯カメラ（その２）設置事業に係るNTT柱添架料の支出について
1,080

城東区役所 市民協働課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 空家対策事務等及び戦没者弔慰金関連事務用　後納郵送料の支出について（平成３１年２月分）
242

城東区役所 市民協働課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策事業用　啓発用ラベルシール　買入に係る経費の支出について
22,464

城東区役所 市民協働課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 地域安全防犯対策事業用　防犯カメラ（街頭用）（城東区役所）（その２）買入に係る経費の支出について
3,777,840

城東区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度　生涯学習ルーム事業　講師謝礼金の支出について（平成31年2月分）
145,000

城東区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策事業　地域安全対策用被服 買入（城東区役所市民協働課）に係る経費の支出について
295,434

城東区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 放置自転車対策啓発用　使い捨てマスクの買入にかかる経費の支出について
62,100

城東区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策事業用　啓発用ポケットティッシュ（啓発チラシあり）ほか１点　買入に係る経費の支出について
205,200

城東区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域防災対策事業用　「関目地域防災マップ」印刷業務に係る経費の支出について
137,808

城東区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域安全防犯対策事業用　こども110ばんマップ　児童用マニュアル（シール部分含む）印刷に係る経費の支出について
110,160

城東区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度大阪市立城東区民センター及び大阪市立城東区老人福祉センター管理運営業務業務代行料について（平成31年2月分）
2,378,339

城東区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度大阪市城東区における新たな地域コミュニティ支援事業業務委託料の支出について（平成31年2月分）
1,459,000

城東区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 地域安全防犯対策事業用　街頭用防犯カメラ取付け業務委託に係る経費の支出について
51,840

城東区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 地域安全防犯対策事業用　街頭用防犯カメラ設置事業に係る関電柱共架料の支出について
2,573

城東区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市城東区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる委託料（平成31年1月分）の支出について
579,323

城東区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市城東区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる委託料（平成31年1月分）の支出について
3,174,449

城東区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付用出産育児一時金・葬祭費支払資金の支出について(平成31年３月分)
200,000

城東区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担
金

国民健康保険給付用出産育児一時金・葬祭費支払資金の支出について(平成31年３月分)
1,260,000

城東区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（３月分・一般）支払資金の支出について
50,000

城東区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出
退職被保険者等還付
金

償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（３月分・退職）支払資金の支出について
10,000

城東区役所 窓口サービス課 平成31年03月06日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 被保険者資格喪失後受診により発生する返還金に係る12月申請分保険者間調整における支払いについて(H31年3月6日支払い)
25,949

城東区役所 窓口サービス課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国保一般事務用トナーカートリッジ買入にかかる同経費の支出について
70,396

城東区役所 窓口サービス課 平成31年03月08日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国保一般事務用トナーカートリッジ買入にかかる同経費の支出について
213,016

城東区役所 窓口サービス課 平成31年03月08日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 国保一般事務用トナーカートリッジ買入にかかる同経費の支出について
70,396

城東区役所 窓口サービス課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報事務用上質紙の購入にかかる経費の支出について
9,720

城東区役所 窓口サービス課 平成31年03月11日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支出について
3,470

城東区役所 窓口サービス課 平成31年03月12日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支出について
25,818

城東区役所 窓口サービス課 平成31年03月13日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料の還付加算金の支出について
2,700

城東区役所 窓口サービス課 平成31年03月13日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支出について
217,739

城東区役所 窓口サービス課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 国保一般事務用パネルほか３点（城東区役所）買入にかかる同経費の支出について
514,296

城東区役所 窓口サービス課 平成31年03月15日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料の還付加算金の支出について
3,500

城東区役所 窓口サービス課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支出について
1,642

城東区役所 窓口サービス課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支出について
4,105

城東区役所 窓口サービス課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支出について
5,170

城東区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）個人番号カード交付事務にかかる後納郵便料（31.2月分）の支出について
2,344

城東区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）印鑑登録事務にかかる後納郵便料（31.2月分）の支出について
30,420

城東区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）特別永住事務にかかる後納郵便料（31.2月分）の支出について
3,036

城東区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）支援措置事務にかかる料金受取人払郵便料（31.2月分）の支出について
1,155
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城東区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）戸籍事務にかかる料金受取人払郵便料（31.2月分）の支出について
15,708

城東区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）戸籍事務にかかる後納郵便料（31.2月分）の支出について
26,848

城東区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）住民情報事務にかかる料金受取人払郵便料（31.2月分）の支出について
679

城東区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）住基コード等にかかる後納郵便料（31.2月分）の支出について
25,080

城東区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（平成31年2月分）
13,127

城東区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）就学事務にかかる後納郵便料（31.2月分）の支出について
1,158

城東区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（平成31年2月分）
63,080

城東区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（平成31年2月分）
1,176

城東区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（平成31年2月分）
55,008

城東区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（平成31年2月分）
593,162

城東区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（平成31年2月分）
170,579

城東区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（平成31年2月分）
24,093

城東区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（平成31年2月分）
139,565

城東区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（平成31年2月分）
108,632

城東区役所 窓口サービス課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー料金の支出について（平成31年2月分）
26,661

城東区役所 窓口サービス課 平成31年03月28日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険給付用高額療養費の支出について（平成３１年３月２８日支給分）2回目
848

城東区役所 窓口サービス課 平成31年03月28日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険給付用高額療養費支払資金の支出について
46,134

城東区役所 窓口サービス課 平成31年03月28日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険給付用高額療養費の支出について（平成３１年３月２８日支払分）
1,490

城東区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国保一般事務用トナーカートリッジ買入にかかる同経費の支出について
3,240

城東区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課(保険年金)事務用コピー料金の支出について(平成31年2月分)
8,084

城東区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国保一般事務用蛍光マーカーほか12点の買入にかかる同経費の支出について
5,087

城東区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課(保険年金)事務用コピー料金の支出について(平成31年2月分)
3,145

城東区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課(保険年金)事務用コピー料金の支出について(平成31年2月分)
1,934

城東区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国保一般事務用トナーカートリッジ買入にかかる同経費の支出について
13,176

城東区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国保一般事務用トナーカートリッジ買入にかかる同経費の支出について
13,176

城東区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国保一般事務用蛍光マーカーほか12点の買入にかかる同経費の支出について
12,188

城東区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課(保険年金)事務用コピー料金の支出について(平成31年2月分)
2,685

城東区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課(保険年金)事務用コピー料金の支出について(平成31年2月分)
3,784

城東区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国保一般事務用トナーカートリッジ買入にかかる同経費の支出について
3,240

城東区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国保一般事務用蛍光マーカーほか12点の買入にかかる同経費の支出について
16,518

城東区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用療養費の支出について(平成31年3月29日支払い)
1,088,518

城東区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付葬祭費の支出について(H31年３月29日支払い)
750,000

城東区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保健事業費
特定健康診査等事業
費

特定健康診査等事業
費

需用費　消耗品費 国保一般事務用蛍光マーカーほか12点の買入にかかる同経費の支出について
26,460

城東区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 窓口サービス課(保険年金)事務用コピー料金の支出について(平成31年2月分)
3,464

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 コホート検討会参画にかかる医師報償金の支出について（平成31年2月分）
11,360

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉事業にかかる講師謝礼金の支出について
9,160

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 大阪市立保育所消耗品事業資金（特別保育分）の支出について（平成31年3月分）
20,000

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 大阪市立保育所消耗品事業資金（通常保育分）の支出について（平成31年3月分）
90,000

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市高齢者住宅改修費給付事業にかかる扶助費の支出について（申請№6）
300,000

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（紙オムツ代等）の支出について
629,299

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護用扶助費（住宅維持費）の支出について
21,384

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
141,565

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
127,109

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬儀代）の支出について
179,100

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 平成３１年２月決定分　進学準備給付金の支出について
100,000

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険関係事務用　つづりひも外１７点の購入経費の支出について
6,450

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険関係事務用　つづりひも外１７点の購入経費の支出について
32,783
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城東区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）一般事務用コピー代（平成３１年１月分）の支出について
3,212

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）一般事務用コピー代（平成３１年１月分）の支出について
6,070

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
93,226

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護用扶助費（福祉用具購入等）の支出について
4,569

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
128,733

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬儀代）の支出について
232,660

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）一般事務用コピー代（平成３１年１月分）の支出について
852

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）一般事務用コピー代（平成３１年１月分）の支出について
22,459

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）一般事務用コピー代（平成３１年１月分）の支出について
4,962

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）一般事務用コピー代（平成３１年１月分）の支出について
4,445

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 絵本で子育て！みんなで子育て！「乳幼児と絵本とわらべうた」講演会にかかる謝礼金の支出について（2月14日実施）
8,600

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
92,164

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉・子育て教育）関係事務にかかる市内出張交通費の支出について（５月分）
10,634

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 （保健活動）「COPDについて」のリーフレット及び質問票印刷経費の支出について
59,400

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉・子育て教育）関係事務にかかる市内出張交通費の支出について（５月分）
3,286

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉・子育て教育）関係事務にかかる市内出張交通費の支出について（５月分）
410

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉・子育て教育）関係事務にかかる市内出張交通費の支出について（５月分）
5,546

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉・子育て教育）関係事務にかかる市内出張交通費の支出について（５月分）
880

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（紙オムツ代等）の支出について
204,728

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成３１年２月支給決定分　生活保護用一時扶助費(生活扶助、医療扶助、生業扶助)の支出について
171,351

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（紙オムツ代等）の支出について
577,272

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 平成３１年２月支給決定分　生活保護用一時扶助費(生活扶助、医療扶助、生業扶助)の支出について
22,480

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
35,060

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 平成３１年２月支給決定分　生活保護用一時扶助費(生活扶助、医療扶助、生業扶助)の支出について
3,660

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬儀代）の支出について
925,110

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成３１年２月分　ＢＣＧ予防接種にかかる医師報償金の支出について
99,320

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成30年度　歯の健康講座における講師謝礼の支出について
4,720

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉・子育て教育）関係事務にかかる市内出張交通費の支出について（５月分）
460

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 大阪市立保育所消耗品事業資金（通常保育分）の追加支出について（平成31年3月分）
60,000

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 地域支援事業用　大阪市介護保険住宅改修理由書作成に伴う経費の支出について
2,000

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具の支出について
52,368

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
17,800

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
213,205

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
23,983

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
237,840

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
105,310

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
304,524

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
49,680

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成３１年２月支給決定分　生活保護用一時扶助費(生活扶助、生業扶助)の支出について
147,876

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（紙オムツ代等）の支出について
182,076

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護用扶助費（住宅維持費）の支出について
104,760

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
18,800

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 平成３１年２月支給決定分　生活保護用一時扶助費(生活扶助、生業扶助)の支出について
4,142

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬儀代）の支出について
216,970

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 （保健）保健福祉センター事業用　城東区住宅地図の購入経費の支出について
11,880

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具の支出について
174,467

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具の支出について
15,000
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城東区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事業用　スタンパーほか２５点（保健福祉課（生活支援））買入にかかる経費の支出について
84,013

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　特別旅費 健康日本２１（第２次）推進のための栄養・食生活の施策の企画・調整に関する研修出席にかかる管外出張命令及び同経費の支出について
35,860

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 絵本で子育て！みんなで子育て！「子どもと楽しむ絵本の世界」講演会にかかる謝礼金の支出について（2月26日実施）
20,380

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（2月分）
13,500

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（2月分）
14,680

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（2月分）
6,165

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（2月分）
20,000

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（2月分）
1,134

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（2月分）
3,656

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（2月分）
18,561

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（2月分）
8,360

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（2月分）
3,950

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（2月分）
3,400

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平成31年度　発達障がいサポーターに係る非営利・有償活動団体保険への加入経費の支出について
102,900

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
24,000

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
30,250

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
133,488

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
116,060

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
307,974

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
50,650

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
142,846

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（紙オムツ代等）の支出について
317,185

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成３１年２月支給決定分　生活保護用一時扶助費(生活扶助、住宅扶助、医療扶助)の支出について
115,215

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 平成３１年２月支給決定分　生活保護用一時扶助費(生活扶助、住宅扶助、医療扶助)の支出について
12,000

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護用扶助費（福祉用具）の支出について
25,060

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
113,126

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 平成３１年２月支給決定分　生活保護用一時扶助費(生活扶助、住宅扶助、医療扶助)の支出について
4,580

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬儀代）の支出について
520,250

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成３１年１月分　乳幼児健康診査等事業にかかる報償金の口座不能分再支出について
24,070

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 生活保護事務用　市内出張等交通費にかかる経費の支出について（平成３１年１月分）
320

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度心身障がい者（児）住宅改修費給付事業用　扶助費の支出について
140,000

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
247,654

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事務用　市内出張等交通費にかかる経費の支出について（平成３１年１月分）
300

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事務用　市内出張等交通費にかかる経費の支出について（平成３１年１月分）
3,100

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事務用　市内出張等交通費にかかる経費の支出について（平成３１年１月分）
510

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 平成３１年３月決定分　就労自立給付金の支出について
142,688

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
17,800

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
289,000

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
17,800

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
67,329

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
14,830

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
201,662

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
22,100

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
118,494

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
431,675

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
17,800

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
24,000
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城東区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（紙オムツ代等）の支出について
139,536

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
324,788

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
32,073

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成３１年２月分　乳幼児健康診査等事業にかかる報償金の支出について
615,690

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉・子育て教育）関係事務にかかる市内出張交通費の支出について（６月分）
8,140

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉・子育て教育）関係事務にかかる市内出張交通費の支出について（６月分）
630

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉・子育て教育）関係事務にかかる市内出張交通費の支出について（６月分）
480

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉・子育て教育）関係事務にかかる市内出張交通費の支出について（６月分）
1,344

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉・子育て教育）関係事務にかかる市内出張交通費の支出について（６月分）
804

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉・子育て教育）関係事務にかかる市内出張交通費の支出について（６月分）
440

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉・子育て教育）関係事務にかかる市内出張交通費の支出について（６月分）
420

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
287,927

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
18,130

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉・子育て教育）関係事務にかかる市内出張交通費の支出について（６月分）
950

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉・子育て教育）関係事務にかかる市内出張交通費の支出について（６月分）
780

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月19日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付事務費

旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉・子育て教育）関係事務にかかる市内出張交通費の支出について（６月分）
330

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉・子育て教育）関係事務にかかる市内出張交通費の支出について（６月分）
1,230

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉・子育て教育）関係事務にかかる市内出張交通費の支出について（６月分）
940

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉・子育て教育）関係事務にかかる市内出張交通費の支出について（６月分）
440

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度「子育てするなら城東区」推進事業業務委託事業者選定にかかる公募型プロポーザル選定委員における謝礼金の支出について
17,600

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度城東区子育て応援情報誌「わくわく城東」発行業務委託事業者選定にかかる公募型プロポーザル選定委員における謝礼金の支出について
19,060

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 保健衛生事業用公用車の自賠責保険料及び車検にかかる法定費用について
1,700

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 保健衛生事業用公用車の自賠責保険料及び車検にかかる法定費用について
25,830

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 公課費　公課費 保健衛生事業用公用車の自賠責保険料及び車検にかかる法定費用について
32,800

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具の支出について
2,369,104

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具の支出について
9,432

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具の支出について
6,760

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具の支出について
81,019

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具の支出について
24,732

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具の支出について
391,855

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具の支出について
695,882

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具の支出について
1,092,542

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具の支出について
13,500

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具の支出について
33,908

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具の支出について
29,972

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
913,580

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
328,439

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
70,200

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
20,544

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
51,730

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
56,400

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
168,524

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
67,668

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
80,660

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
234,301

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
12,744

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
19,330
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城東区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
32,400

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
293,114

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
87,422

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
17,800

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
90,230

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
202,930

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
17,800

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
105,555

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
22,880

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
78,900

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
25,880

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
35,600

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
17,800

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
14,904

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
514,011

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
866,458

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
45,400

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
189,620

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
16,596

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 （保健）タイムタイマーの購入経費の支出について
4,860

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険関係事務にかかる市内出張交通費（２月分）の支出について
420

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 成年後見市長審判請求にかかる診断書料の支出について
3,000

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便の料金支出について（平成３１年２月分）
9,487

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便の料金支出について（平成３１年２月分）
51,909

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便（受取人払）の料金支出について（平成３１年２月分）
69,973

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便の料金支出について（平成３１年２月分）
316,722

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
117,546

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
42,020

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬儀代）の支出について
186,660

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 （保健）「保健事業のご案内」企画・編集業務委託経費の支出について
78,300

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険関係事務用にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
138,297

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険関係事務用にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
20,000

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 介護保険関係事務用にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
1,734

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代）の支出について
458,872

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（紙オムツ代等）の支出について
503,415

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：平成３１年４月分）
20,000,000

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：平成３１年４月分）
10,000,000

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：平成３１年４月分）
300,000

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
96,482

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
32,847

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：平成３１年４月分）
150,000

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：平成３１年４月分）
3,000,000

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬儀代）の支出について
205,840

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 受給事由消滅による未支払児童手当の支出について（平成３１年２月分）
20,000

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 大阪市立保育所賄材料費の支出について（平成３１年３月分）
2,852,300

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 平成31年度　中学校での夜間学習会事業（城東区）協定締結事業者選定委員会の実施にかかる選定委員への謝礼の支出について
48,740

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（3月前半分）
3,000
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城東区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（3月前半分）
4,420

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（3月前半分）
2,460

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具の支出について
29,344

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具の支出について
436,596

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具の支出について
628,875

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具の支出について
167,398

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具の支出について
430,488

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事務用　市内出張等交通費にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
300

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事務用　市内出張等交通費にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
1,420

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事務用　市内出張等交通費にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
3,554

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー料金の支出について（平成３１年２月分）
43,222

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー料金の支出について（平成３１年２月分）
1,624

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成３１年３月支給決定分　生活保護用一時扶助費(生活扶助、医療扶助、生業扶助)の支出について
248,724

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 平成３１年３月支給決定分　生活保護用一時扶助費(生活扶助、医療扶助、生業扶助)の支出について
2,300

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 平成３１年３月支給決定分　生活保護用一時扶助費(生活扶助、医療扶助、生業扶助)の支出について
5,340

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 平成３１年３月決定分　就労自立給付金の支出について
123,907

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金の支出について（31年2月分）
1,230

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金の支出について（31年2月分）
39,997

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金の支出について（31年2月分）
11,824

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（3月前半分）
7,440

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（3月前半分）
852

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金の支出について（31年2月分）
34,837

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（3月前半分）
4,100

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（3月前半分）
8,870

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（3月前半分）
3,400

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健関係（保健活動）事務用コピー料金の支出について（平成31年2月分）
3,843

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健関係（保健）事務用コピー料金の支出について（平成31年2月分）
4,978

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 地域福祉支援事業（ソーシャルインクルージョン推進事業）地域福祉支援員にかかるスポーツ安全保険料の支出について
12,000

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成30年度民生委員費用弁償（第4四半期）の支出について
1,617,500

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具の支出について
56,592

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具の支出について
92,014

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健関係（保健活動）事務用コピー料金の支出について（平成31年2月分）
2,190

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健関係（保健活動）事務用コピー料金の支出について（平成31年2月分）
2,152

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成30年度児童委員費用弁償（第4四半期）の支出について
1,548,750

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健関係（保健）事務用コピー料金の支出について（平成31年2月分）
4,131

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健関係（保健）事務用コピー料金の支出について（平成31年2月分）
6,426

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 （保健活動）いきいき・かみかみ百歳体操事業用　「咀嚼力判定ガム」の購入経費の支出について
399,168

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具の支出について
64,279

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具の支出について
105,335

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具の支出について
477,535

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具の支出について
5,188

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具の支出について
7,461

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具の支出について
57,439

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具の支出について
23,747

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具の支出について
358,229

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具の支出について
35,244

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（紙オムツ代等）の支出について
472,120
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城東区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成３１年３月支給決定分　生活保護用一時扶助費(生活扶助、医療扶助、生業扶助)の支出について
239,635

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
86,116

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護用扶助費（福祉用具）の支出について
10,000

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 平成３１年３月支給決定分　生活保護用一時扶助費(生活扶助、医療扶助、生業扶助)の支出について
31,800

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：平成３１年３月  ２回目分）
80,360

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 平成３１年３月支給決定分　生活保護用一時扶助費(生活扶助、医療扶助、生業扶助)の支出について
22,737

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 平成３１年３月決定分　進学準備給付金の支出について
100,000

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度　発達障がいサポート事業にかかるサポーター謝礼の支出について（平成31年2月分）
157,924

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（２月分）
338

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（２月分）
1,640

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（２月分）
87,817

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具の支出について
385,664

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具の支出について
24,335

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
8,880

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 成年後見人等の報酬助成にかかる費用の支出について
233,280

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（２月分）
7,294

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事業用　重量物用ファイルワゴン（保健福祉課（生活支援））買入にかかる経費の支出について
95,904

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 平成３１年３月決定分　進学準備給付金の支出について
100,000

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成３１年３月分　歯科健康相談にかかる報償金の支出について
31,130

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（２月分）
764

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（２月分）
120,905

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（２月分）
18,473

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（２月分）
13,530

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（２月分）
984

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（２月分）
5,358

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 平成30年度　小学校での時間外学習会支援事業にかかるサポーターへの報償金の支出について（平成31年2月分）
88,800

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「平成31年度大阪市城東区不登校児童生徒支援事業Ｂ（主に学習支援）」事業者選定委員会の実施にかかる選定委員への謝礼の支出について
30,990

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 中学校での夜間学習会事業（城東区）にかかる東中浜公園集会所使用料（2月分）の経費支出について
24,000

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月29日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（２月分）
3,044

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 成年後見市長審判請求にかかる診断書料の支出について
3,240

城東区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

扶助費　其他扶助金 成年後見人等の報酬助成にかかる費用の支出について
260,000

鶴見区役所 総務課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 人権教育・人権啓発推進事業「地域人材育成講座」の実施にかかる講師謝礼金の支出について（2月分）
30,580

鶴見区役所 総務課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区一般管理経費　掃除機ほか２点の買入にかかる経費の支出について
150,465

鶴見区役所 総務課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 魅力創造事業用　ハサミ外２５点買入および同経費の支出について
118,800

鶴見区役所 総務課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 楽園会議企画イベント「サバイバル王国」チラシ・ポスター印刷業務及び同経費の支出について
53,784

鶴見区役所 総務課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成30年度鶴見区区政会議運営事業にかかる会議録調製業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第２回地域保健福祉部会）
33,831

鶴見区役所 総務課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成30年度鶴見区区政会議運営事業にかかる会議録調製業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第２回全体会）
43,497

鶴見区役所 総務課 平成31年03月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業講師謝礼金（12月）にかかる報償金の支払いについて
2,500

鶴見区役所 総務課 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 人権教育・人権啓発推進事業「ヒューマンシアター」開催にかかる周知用ポスター・チラシの印刷経費の支出について
59,400

鶴見区役所 総務課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,444

鶴見区役所 総務課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,728

鶴見区役所 総務課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
990

鶴見区役所 総務課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,192

鶴見区役所 総務課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,120

鶴見区役所 総務課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,600

鶴見区役所 総務課 平成31年03月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,066

鶴見区役所 総務課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 区一般管理経費用・人事委員会事業用　市内出張交通費の支出について（12月分）
30,486
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鶴見区役所 総務課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 区一般管理経費用　市内出張交通費の支出について（４月・８月・９月分）
2,070

鶴見区役所 総務課 平成31年03月08日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 旅費　普通旅費 区一般管理経費用・人事委員会事業用　市内出張交通費の支出について（12月分）
900

鶴見区役所 総務課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度鶴見区広報紙企画・編集業務委託にかかるプロポーザル選定委員謝礼金の支出について
57,620

鶴見区役所 総務課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広聴事業用及び魅力創造事業用　名入れノック式消しゴム買入にかかる経費の支出について
22,680

鶴見区役所 総務課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広聴事業用及び魅力創造事業用　名入れノック式消しゴム買入にかかる経費の支出について
22,680

鶴見区役所 総務課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 生涯学習推進事業「鶴見区生涯学習ルームフェスティバル」参加者にかかるレクリエーション保険料の支出について
1,000

鶴見区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 区一般管理経費用　市内出張交通費の支出について（１月分）
22,380

鶴見区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区一般管理経費　寝袋外１点の買入経費の支出について
136,080

鶴見区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区の広報事業用　鶴見区広報板の接合部分除去、均し及び掲出ボード取替え業務にかかる経費の支出について
216,000

鶴見区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持費　鶴見区役所庁舎衛生害虫防除業務委託にかかる経費の支出について
119,880

鶴見区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課（教育担当）事業用　コピー使用にかかる経費の支出について（２月分）
14,375

鶴見区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区一般管理経費　鶴見区役所４階中央監視装置用バッテリー買入にかかる経費の支出について
1,620

鶴見区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区の広報事業用鶴見区広報紙「広報つるみ」（平成30年５月号～平成31年４月号）企画・編集業務委託にかかる経費の支出について（３月号分）
321,840

鶴見区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 鶴見区広報紙「広報つるみ」（平成30年４月号～平成31年３月号）全戸配布業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（２月号分）
395,924

鶴見区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区一般管理経費用　平成29年度庁内情報利用パソコン等機器（鶴見区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
200,413

鶴見区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区一般管理経費用　LGWAN接続系利用パソコン等機器（鶴見区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
10,865

鶴見区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区一般管理経費用　AED（自動体外除細動器）セット一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
7,236

鶴見区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区一般管理経費　窓口サービス課（保険年金）用受付番号発券呼出機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
18,360

鶴見区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区一般管理経費用　平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（鶴見区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
295,255

鶴見区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区一般管理経費用　平成28年度庁内情報利用パソコン等機器（鶴見区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
5,757

鶴見区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 区一般管理経費用　平成29年度庁内情報利用パソコン等機器（鶴見区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
2,385

鶴見区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成30年度大阪市スポーツ推進委員の報酬の支出について(10月～3月)
172,800

鶴見区役所 総務課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区一般管理経費　コピー使用にかかる経費の支出について（２月分）
63,546

鶴見区役所 総務課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区一般管理経費及び統計調査事務用　後納郵便料の支出について（２月分）
2,345

鶴見区役所 総務課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区一般管理経費及び統計調査事務用　後納郵便料の支出について（２月分）
9,000

鶴見区役所 総務課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 区一般管理経費及び統計調査事務用　後納郵便料の支出について（２月分）
902

鶴見区役所 総務課 平成31年03月19日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務及び統一地方選挙用後納郵便料の支出について（２月分）
2,638

鶴見区役所 総務課 平成31年03月19日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務及び統一地方選挙用後納郵便料の支出について（２月分）
7,708

鶴見区役所 総務課 平成31年03月19日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 需用費　消耗品費 統一地方選挙用　コピー使用にかかる経費の支出について（２月分）
1,410

鶴見区役所 総務課 平成31年03月19日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務及び統一地方選挙用後納郵便料の支出について（２月分）
4,814

鶴見区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区の広報事業用鶴見区広報紙「広報つるみ」（平成30年５月号～平成31年４月号）点字版製作業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（３月号分）
52,770

鶴見区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 総務課（教育）事務用（学校選択制）にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
4,499

鶴見区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 鶴見魅力創造事業用　後納郵便料の支出について（２月分）
41,402

鶴見区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 鶴見区広聴事業用　後納郵便料の支出について（２月分）
194

鶴見区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料
区庁舎設備維持費　鶴見区役所庁舎受水槽ほか２水槽清掃および水槽清掃業務に伴い排出された産業廃棄物（汚泥）の収集運搬業務委託にかかる経費の支
出について 248,400

鶴見区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持費　大阪市鶴見区役所・保健福祉センター庁舎清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（２月分）
506,520

鶴見区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業講師謝礼金（2月分）にかかる報償金の支払いについて
5,000

鶴見区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
4,795

鶴見区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報紙（平成30年５月号～平成31年４月号）（鶴見区役所）概算印刷にかかる経費の支出について（３月号分）
487,230

鶴見区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用（生涯・人権）後納郵便料の支出について（2月分）
4,530

鶴見区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用（生涯・人権）後納郵便料の支出について（2月分）
662

鶴見区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
180

鶴見区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
828

鶴見区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 広聴事業用タブレット型端末１点借入にかかる経費の支出について（２月分）
3,996

鶴見区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
2,140

鶴見区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
3,410

鶴見区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
1,068
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鶴見区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
1,705

鶴見区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
1,068

鶴見区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
1,705

鶴見区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成30年度生涯学習推進事業「鶴見区生涯学習ルームフェスティバル」用消耗品（製本テープ外25点）に係る経費の支出について
176,153

鶴見区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎設備維持費　電気料金にかかる支出について（２月分）
622,764

鶴見区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持費　鶴見区役所庁舎一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（２月分）
9,849

鶴見区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持費　鶴見区役所庁舎産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（２月分）
5,497

鶴見区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区庁舎設備維持費　ケーブルテレビ利用料の支出について（２月分）
720

鶴見区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区庁舎設備維持費　宿直用寝具類一式の借入にかかる経費の支出について（２月分）
9,936

鶴見区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

選挙常時啓発費 需用費　消耗品費 選挙常時啓発事業用クリアファイル作成にかかる経費の支出について
72,900

鶴見区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区政会議運営事業用　コピー使用にかかる経費の支出について（２月分）
13,892

鶴見区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区の広報事業及び鶴見区広聴事業　コピー使用にかかる経費の支出について（２月分）
1,272

鶴見区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区の広報事業及び鶴見区広聴事業　コピー使用にかかる経費の支出について（２月分）
1,273

鶴見区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広報事業用点字ラベラーほか２点買入及び同経費の支出について
8,640

鶴見区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区の広報事業用　後納郵便料の支出について（２月分）
8,156

鶴見区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 広報事業用点字ラベラーほか２点買入及び同経費の支出について
166,320

鶴見区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業講師謝礼金（3月分）にかかる報償金の支払いについて
10,000

鶴見区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区一般管理経費　庁内回線電話使用料の支出について（２月分）
16,208

鶴見区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 楽園会議企画イベント｢サバイバル王国｣舞台・音響・照明調整管理業務委託および同経費の支出について
103,680

鶴見区役所 市民協働課 平成31年03月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 防災事業　「第5回防災競技会　つるみんピック」にかかるイベント保険経費の支出について
3,540

鶴見区役所 市民協働課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯事業用 OPP袋ほか4点買入の経費の支出について
84,888

鶴見区役所 市民協働課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度コミュニティ育成事業プロポーザル選定委員の謝礼について
30,720

鶴見区役所 市民協働課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 鶴見区役所市民協働課事務用品（デジタルカメラ他２点）の買入にかかる支出について
15,444

鶴見区役所 市民協働課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 鶴見区役所市民協働課事務用品（デジタルカメラ他２点）の買入にかかる支出について
15,919

鶴見区役所 市民協働課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 種から育てる地域の花づくり活動事業にかかるネームランドほか35点の購入及び同経費の支出について
276,480

鶴見区役所 市民協働課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災事業　救助ロープほか２点買入経費の支出について
38,988

鶴見区役所 市民協働課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課コピー代の支出について（平成31年２月分）
9,350

鶴見区役所 市民協働課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課コピー代の支出について（平成31年２月分）
4,369

鶴見区役所 市民協働課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課コピー代の支出について（平成31年２月分）
11,968

鶴見区役所 市民協働課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 鶴見区民センター１階トイレ天井漏水対策工事にかかる費用の支出について
149,040

鶴見区役所 市民協働課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災事業用　区災害対策本部用物品購入経費の支出について
203,504

鶴見区役所 市民協働課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災事業　防災リーダー用Ｔシャツ購入経費の支出について
172,368

鶴見区役所 市民協働課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防犯事業に係る携帯電話使用料金の支出について（平成31年2月分）
6,044

鶴見区役所 市民協働課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災事業　職員用防災服、雨合羽購入経費の支出について
379,944

鶴見区役所 市民協働課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災事業　ストーマほか2点買入経費の支出について
79,596

鶴見区役所 市民協働課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯事業用防犯カメラ（街頭用）購入経費の支出について
2,106,000

鶴見区役所 市民協働課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 防災事業「第５回防災競技会つるみんピック」にかかる会場設営業務委託経費の支出について
216,000

鶴見区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災事業　台所用漂白剤、救急絆創膏買入経費の支出について
212,889

鶴見区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（市民協働担当）事務用後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
875

鶴見区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（市民協働担当）事務用後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
1,066

鶴見区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（市民協働担当）事務用後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
2,214

鶴見区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 区役所附設会館管理運営事業用コンビネーションレンジの買入にかかる支出について
567,707

鶴見区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 第十回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金国債受領における市内出張交通費の支出について（平成31年３月分）
960

鶴見区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 市民協働課（市民協働担当）事務用後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
82

鶴見区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険法第58条による出産育児一時金及び葬祭費支払準備金（平成31年3月分）の支出について
150,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担
金

国民健康保険法第58条による出産育児一時金及び葬祭費支払準備金（平成31年3月分）の支出について
840,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の３月分窓口還付にかかる還付金の支出について
30,000
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鶴見区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出
退職被保険者等還付
金

償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の３月分窓口還付にかかる退職被保険者等還付金の支出について
10,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民情報関係事務返信用切手購入経費の支出について
24,800

鶴見区役所 窓口サービス課 平成31年03月04日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）コピー代金の支出について（１月分）
5,150

鶴見区役所 窓口サービス課 平成31年03月04日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）コピー代金の支出について（１月分）
7,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成31年03月04日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）コピー代金の支出について（１月分）
5,810

鶴見区役所 窓口サービス課 平成31年03月06日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料の還付金（還付加算金）の支出について（平成３１年３月６日払）
1,100

鶴見区役所 窓口サービス課 平成31年03月06日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付費返還金の保険者間調整に係る療養費の支出について
19,873

鶴見区役所 窓口サービス課 平成31年03月06日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付（過年度支出還付金）の支出について（平成３１年３月６日払）
127,777

鶴見区役所 窓口サービス課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区住民情報関係事務経費　住民情報事務用図書購入経費の支出について
11,534

鶴見区役所 窓口サービス課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費
区住民情報関係事務経費住民情報事務用（印鑑登録照会等送付用）及び番号法関連事業用（個人番号カード交付勧奨通知等送付用）の後納郵便料の支出に
ついて（２月分） 392

鶴見区役所 窓口サービス課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区住民情報関係事務経費住民情報事務用コピー代金（２月分）の支出について
14,842

鶴見区役所 窓口サービス課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費
区住民情報関係事務経費住民情報事務用（印鑑登録照会等送付用）及び番号法関連事業用（個人番号カード交付勧奨通知等送付用）の後納郵便料の支出に
ついて（２月分） 69,505

鶴見区役所 窓口サービス課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 住民情報事務用（就学通知書等送付用）後納郵便料の支出について（２月分）
1,558

鶴見区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付（過年度支出　一般被保険者保険料還付）の支出について（平成３１年３月２２日払）
144,773

鶴見区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市鶴見区役所住民情報業務等委託（第２回変更契約）にかかる経費の支出についてについて（平成３１年２月分）
383,685

鶴見区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市鶴見区役所住民情報業務等委託（第２回変更契約）にかかる経費の支出についてについて（平成３１年２月分）
3,116,271

鶴見区役所 窓口サービス課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区住民情報関係事務経費　住民情報事務用トナーカートリッジ等購入経費の支出について
71,712

鶴見区役所 窓口サービス課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区住民情報関係事務経費　住民情報事務用ボールペン替芯等購入経費の支出について
194,400

鶴見区役所 窓口サービス課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区住民情報関係事務経費戸籍事務用（広域証明発行システム用）回線使用料の支出について（２月分）
3,814

鶴見区役所 窓口サービス課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区住民情報関係事務経費戸籍事務用（広域証明発行システム用）電話サービス料金の支出について（２月分）
447

鶴見区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（２月分　保険）
4,205

鶴見区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（２月分　保険）
47,914

鶴見区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（２月分　保険）
87,628

鶴見区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（２月分　管理）
385,460

鶴見区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（２月分　保険）
35,162

鶴見区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法第54条に基づく治療用装具・入院時食事療養費差額等療養費の支出について
964,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険法第58条に基づく国民健康保険葬祭費の支出について
1,000,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担
金

国民健康保険法第58条に基づく国民健康保険出産育児一時金の支出について
546,970

鶴見区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（２月分　保険）
59,160

鶴見区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（２月分　保険）
20,259

鶴見区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（２月分　保険）
86,125

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
108,320

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
17,990

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
420,539

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
45,760

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
41,310

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
17,800

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
13,130

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
230,514

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
35,030

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
24,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
85,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 公立保育所に対する消耗品費（特別保育用）の支出について（３月分）
10,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 公立保育所に対する消耗品費（通常保育用）の支出について（３月分）
50,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成３１年度　子どもの学習支援事業　契約事業者選定委員会開催にかかる報償金の支出について
45,470

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成31年3月5日払分）
148,982

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
33,050
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鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
17,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる教育扶助金の支出について（平成31年3月6日払分）
719,975

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 業務用自動紙折機外1点買入経費の支出について
6,696

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 業務用書庫買入経費の支出について
172,800

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課業務用　ホッチキス針ほか４２点買入にかかる経費の支出について
19,605

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課業務用　ホッチキス針ほか４２点買入にかかる経費の支出について
13,032

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 子育て支援事業用「愛Loveこどもニュース」デザイン印刷業務にかかる経費の支出について
39,852

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 業務用自動紙折機外1点買入経費の支出について
135,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課業務用　ホッチキス針ほか４２点買入にかかる経費の支出について
1,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
16,350

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
122,156

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
248,794

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
230,101

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
15,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
13,130

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
12,600

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
15,050

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
56,400

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
6,780

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 保健福祉課業務用　ホッチキス針ほか４２点買入にかかる経費の支出について
5,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課業務用　ホッチキス針ほか４２点買入にかかる経費の支出について
1,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支払いについて
4,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる教育扶助金の支出について（平成31年3月11日払分）
107,029

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成31年3月12日払分）
393,914

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかる妊娠検査料の支出について（平成31年3月12日払）
4,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる住宅改修費の支出について（平成31年3月12日払分）
4,758

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる福祉用具購入費の支出について（平成31年3月12日払分）
20,210

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について（平成31年3月12日払分）
106,014

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

需用費　印刷製本費 健康づくり推進事業「在宅医療・介護連携講演会」ポスター・チラシ印刷業務に係る経費の支出について
44,496

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課業務用プリンタートナーカートリッジの買入れにかかる経費の支出について
82,400

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課業務用プリンタートナーカートリッジの買入れにかかる経費の支出について
6,700

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
37,245

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
259,828

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
29,797

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
139,401

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
51,696

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
35,841

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
28,296

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
194,400

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
24,400

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
109,400

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課業務用プリンタートナーカートリッジの買入れにかかる経費の支出について
7,900

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 3月分生活保護費（追加分）の支出について
700,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健福祉課業務用プリンタートナーカートリッジの買入れにかかる経費の支出について
23,810

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 保健福祉課業務用プリンタートナーカートリッジの買入れにかかる経費の支出について
24,280

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 保健福祉課業務用プリンタートナーカートリッジの買入れにかかる経費の支出について
27,318

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課業務用プリンタートナーカートリッジの買入れにかかる経費の支出について
181,400
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鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 子育て支援事業用　「子育て支援室」周知用チラシデザイン印刷業務にかかる経費の支出について
49,896

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について(平成30年度2月分)
8,580

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(平成30年度2月分)
1,740

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
13,750

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
187,110

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
88,474

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
53,774

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
13,560

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張交通費の支出について（２月予算配付分）
560

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張交通費の支出について（２月予算配付分）
300

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる通院移送費の支出について（平成31年3月15日払分）
24,320

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護世帯にかかる葬儀料の支出について（平成31年3月15日払分）
857,796

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 コホート検討会にかかる報償金の支出について（平成30年度2月分）
11,360

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(平成30年度2月分)
2,460

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(平成30年度2月分)
955

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月15日
国民健康保険事業会
計

保健事業費
特定健康診査等事業
費

特定健康診査等事業
費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(平成30年度2月分)
4,920

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張交通費の支出について（２月予算配付分）
1,134

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について(平成30年度2月分)
8,942

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張交通費の支出について（２月予算配付分）
360

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(平成30年度2月分)
1,182

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 健康づくり推進事業用消耗品の購入及び同経費の支出について
31,320

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　船車賃借料 地域保健事業経費　普通乗用車長期借入経費の支出について（平成31年2月分）
39,744

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
2,740

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
18,630

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
154,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ予防接種にかかる医師報償金の支出について(平成30年度2月分)
99,320

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科相談にかかる歯科医師等報償金の支出について（平成30年度2月分）
31,130

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業にかかる講師報償金（２月分）の支出について
18,120

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査にかかる報償金の支出について(平成30年度2月分　内科)
297,960

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査にかかる報償金の支出について(平成30年度2月分　歯科等)
317,730

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域福祉活動推進事業用パンフレットスタンド買入れに係る経費の支出について
83,160

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金の支出について（２月分）
4,716

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
530,476

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
79,962

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
60,184

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
16,350

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
63,350

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる教育扶助金の支出について（平成31年3月20日払分）
632,745

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる福祉用具購入費の支出について（平成31年3月20日払分）
113,801

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる住宅改修費の支出について（平成31年3月20日払分）
202,160

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金の支出について（２月分）
2,500

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金の支出について（２月分）
34,354

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（２月分）
12,389

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金の支出について（２月分）
2,500

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金の支出について（２月分）
28,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金の支出について（２月分）
1,488

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(平成30年度2月分)
5,078



平成30年度（平成31年３月）　公金支出情報

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

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(平成30年度2月分)
2,716

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成30年度民生委員・児童委員費用弁償の支出について（第４四半期分）
933,833

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活支援担当職員にかかる市内出張交通費等の支出について（平成31年2月分）
460

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金受取人払後納郵便料の支出について（2月分）
41,087

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便料の支出について（2月分）
223,920

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(平成30年度2月分)
246

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(平成30年度2月分)
164

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(平成30年度2月分)
82

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(平成30年度2月分)
164

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(平成30年度2月分)
140

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(平成30年度2月分)
3,404

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(平成30年度2月分)
15,989

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(平成30年度2月分)
594

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(平成30年度2月分)
7,250

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成30年度民生委員・児童委員費用弁償の支出について（第４四半期分）
880,083

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(平成30年度2月分)
24,212

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 備品購入費　機械器具費 介護予防地域健康講座・健康相談事業用「足指力測定器」買入にかかる経費の支出について
51,300

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
57,439

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
10,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 4月分生活保護費の支出について（１回目）
4,200,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 4月分生活保護費の支出について（１回目）
2,000,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 4月分生活保護費の支出について（１回目）
80,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 4月分生活保護費の支出について（１回目）
200,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる出張旅費の支出について(平成30年度2月分)
440

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる出張旅費の支出について(平成30年度2月分)
1,064

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 公立保育所に対する賄材料費の支出について（３月分）
989,400

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事業用携帯電話使用料の支出について（2月分）
4,220

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成31年3月27日払分）
112,496

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかる移送費（引越料）について（平成31年3月27日払分）
163,620

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成31年3月27日払分）
292,952

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護世帯にかかる住宅維持費の支出について（平成31年3月27日払分）
78,264

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる住宅改修費の支出について（平成31年3月27日払分）
1,787

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる介護報酬の支出について（平成31年3月27日払分）
20,970

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる福祉用具購入費の支出について（平成31年3月27日払分）
10,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる通院移送費の支出について（平成31年3月27日払分）
60,710

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる国民健康保険給付費返還金の支出について（平成31年3月27日払分）
29,106

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について（平成31年3月27日払分）
233,617

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護世帯にかかる葬儀料の支出について（平成31年3月27日払分）
701,190

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護世帯にかかる進学準備給付金の支出について（平成31年3月27日払分）
200,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月27日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子父子寡婦福祉資金貸付事業事業に係る母子福祉資金の支給について（第4四半期：2月決定分）
123,782

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 成年後見制度市長審判請求に係る診断書料の支出について（３月６日依頼分）
10,800

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子育て支援事業用　子育て支援講座にかかる講師料の支出について
30,780

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子育て支援事業用　「親子参加型の講習会」講師謝礼の支出について
27,800

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（２月分）の支出について
2,429

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用２月分コピー料金の支出について
15,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（２月分）の支出について
11,280

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（２月分）の支出について
39,648
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鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（２月分）の支出について
7,144

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法第76条の2に基づく高額障がい福祉サービス費等給付費及び高額障がい児通所給付費の支出について
4,037

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法第76条の2に基づく高額障がい福祉サービス費等給付費及び高額障がい児通所給付費の支出について
4,988

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（２月分）の支出について
840

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（２月分）の支出について
82

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる教育扶助金の支出について（平成31年3月28日払分）
116,060

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる福祉用具購入費の支出について（平成31年3月28日払分）
7,300

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（２月分）の支出について
4,038

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用２月分コピー料金の支出について
3,233

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（２月分）の支出について
101,639

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（２月分）の支出について
10,906

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（２月分）の支出について
36,792

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（２月分）の支出について
820

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用２月分コピー料金の支出について
4,962

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（２月分）の支出について
820

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（２月分）の支出について
8,792

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（２月分）の支出について
2,750

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（２月分）の支出について
420

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 健康づくり推進事業「第18回鶴見区みんなの健康まつり＆第11回食育フェスタ」開催における講師謝礼の支出について
5,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張交通費の支出について（１２月から３月予算配付分）
760

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張交通費の支出について（１２月から３月予算配付分）
300

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張交通費の支出について（１２月から３月予算配付分）
1,608

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張交通費の支出について（１２月から３月予算配付分）
360

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
275,574

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
234,102

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
4,200

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
116,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
126,419

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
198,936

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
968,375

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
336,090

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
226,568

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
114,603

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
15,080

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
17,800

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
48,618

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
131,760

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
172,520

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
35,560

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
48,340

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
15,080

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
6,780

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
33,880

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
69,546

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかる移送費（引越料）について（平成31年3月29日払分）
64,800

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成31年3月29日払分）
79,561

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について（平成31年3月29日払分）
84,860



平成30年度（平成31年３月）　公金支出情報

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

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について（平成31年3月29日払分）
42,530

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 社会復帰相談事業（戸外活動）実施経費の支出について
874

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月29日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子父子寡婦福祉資金貸付事業事業に係る母子福祉資金の支給について（第4四半期：3月決定分）
144,160

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月29日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子父子寡婦福祉資金貸付事業事業に係る母子福祉資金の支給について（第4四半期：3月決定分：その２）
340,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

報償費　報償金 在宅医療介護講座にかかる講師謝礼の支払いについて
17,800

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

需用費　消耗品費 在宅医療・介護連携推進事業における地域住民への普及啓発事業用名前入れボールペンほか１点買入にかかる支出について
59,659

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支払いについて
2,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　筆耕翻訳料 在宅医療介護講座　手話通訳業務委託に係る経費の支出について
10,000

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「平成31年度　阿倍野区こどもの「生きる力」を育む事業」実施事業者選定会議にかかる選定委員への報償金の支出について
56,100

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 庁内情報利用パソコンの修繕にかかる経費の支出について
51,300

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「平成31年度　阿倍野区における民間事業者を活用した課外学習事業」にかかる実施事業者選定会議委員への報償金の支出について
18,450

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（平成３１年２月分）
4,933

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（平成３１年２月分）
5,634

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（平成３１年２月分）
181

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 小口支払基金の繰入金の支出について（平成３１年２月分）
30,424

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入金の支出について（平成３１年２月分）
12,400

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入金の支出について（平成３１年２月分）
2,770

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「平成31年度　阿倍野区における民間事業者を活用した課外学習事業」にかかる実施事業者選定会議委員への報償金の支出について
11,110

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用 スタッキングチェアほか１点（阿倍野区役所）買入にかかる経費の支出について
2,317,680

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「大阪市阿倍野区役所庁舎清掃業務委託　長期継続」にかかる経費の支出について（平成２９年度契約）（平成３１年２月分）
579,960

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 区の広報事業用レンズ交換式一眼レフレックスタイプデジタルカメラ外１点の購入にかかる経費の支出について
75,492

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（平成３１年３月分①）
17,280

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金の繰入金の支出について（平成３１年３月分①）
1,503

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入金の支出について（平成３１年３月分①）
12,400

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入金の支出について（平成３１年３月分①）
13,480

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２９年度庁内情報利用パソコン等機器（阿倍野区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成29年度契約）（平成３１年２月分）
114,046

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（阿倍野区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成28年度契約分）（平成３１年２月分）
21,112

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成３０年度阿倍野区役所宿日直用寝具の借入にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
9,720

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（平成３１年３月分①）
7,505

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 需用費　食糧費 小口支払基金の繰入金の支出について（平成３１年３月分①）
1,719

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入金の支出について（平成３１年３月分①）
3,984

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度　阿倍野区役所窓口案内業務委託にかかる経費の支出について(2月分)
286,200

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（阿倍野区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成29年度契約）（平成３１年２月分）
8,006

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（阿倍野区役所）一式 長期借入にかかる経費の支出について（平成27年度契約分）（平成３１年２月分）
284,277

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 総務課等事務用　ケーブルテレビ利用料の支出について（平成３１年２月分）
4,514

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 総務課事務用 宿日直専門員用冷蔵庫買入にかかる経費の支出について
135,000

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（阿倍野区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成26年度契約分）（平成３１年２月分）
2,028

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 区の広報事業「平成30年度　阿倍野区広報紙『広報あべの』企画編集及び印刷業務委託」にかかる経費の支出について（３月号）
406,792

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用電気使用料の支出について（平成３１年２月分）
701,441

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区の広報事業「平成30年度　阿倍野区広報紙『広報あべの』企画編集及び印刷業務委託」にかかる経費の支出について（３月号）
174,960

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月19日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 統一地方選挙にかかる投票用紙送付用レターパックプラス外1点の購入経費の支出について
92,100

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成３０年度　総務課等事務用市内出張交通費の支出について（２月分）
25,183

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区の広報事業用ＰＲ用うちわ型フライヤーの買入にかかる経費の支出について
178,200

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用 床タイルカーペット貼替工事にかかる経費の支出について
907,200

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 役務費　通信運搬費 常時選挙事務用、常時啓発用及び統一地方選挙事務用後納郵便料にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
608

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 常時選挙事務用、常時啓発用及び統一地方選挙事務用後納郵便料にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
7,872

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 常時選挙事務用、常時啓発用及び統一地方選挙事務用後納郵便料にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
9,892



平成30年度（平成31年３月）　公金支出情報

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

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（平成３１年３月分②）
8,640

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課等事務用　乾式電子複写機にかかるコピー料金の支出について（２月分）
71,243

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金の繰入金の支出について（平成３１年３月分②）
18,792

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 区の広報事業「平成30年度　阿倍野区広報紙『広報あべの』新聞折込広告業務委託（概算契約）」にかかる経費の支出について(3月号）
374,242

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用点字プリンタ点検等業務委託にかかる経費の支出について
144,936

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（平成３１年３月分②）
19,298

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 需用費　食糧費 小口支払基金の繰入金の支出について（平成３１年３月分②）
7,605

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入金の支出について（平成３１年３月分②）
4,610

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区の広報事業用　乾式電子複写機にかかるコピー料金の支出について(２月分)
79,707

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
2,734

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
1,246

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
760

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
1,800

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 総務課広報事務用　タブレット端末の利用にかかる経費の支出について（２月分）
10,586

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 総務課事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
1,234

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課等事務用 電話機ほか３点の購入にかかる経費の支出について
381,304

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用 ガス湯沸器取替工事にかかる経費の支出について
391,392

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度　阿倍野区こどもの「生きる力」を育む事業にかかる経費支出について（平成31年2月分）
264,824

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成３１年３月請求分住民情報担当用電話使用料（セキュリティ）の支出について
1,517

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成３１年３月請求分回線使用料（市民局証明書発行システム）の支出について
3,814

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課等事務用等 物品の購入にかかる経費の支出について
42,865

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成３１年３月請求分各担当事務用電話専用回線使用料の支出について
16,228

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 需用費　消耗品費 総務課等事務用等 物品の購入にかかる経費の支出について
60,442

阿倍野区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 需用費　消耗品費 総務課等事務用等 物品の購入にかかる経費の支出について
152,056

阿倍野区役所 総合企画課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区防災事業用　阿倍野区地域防災リーダー用装備品防災作業服（上衣）ほか７点（阿倍野区役所）買入にかかる経費の支出について
1,022,144

阿倍野区役所 総合企画課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 阿倍野区花と緑のまちづくり支援事業用園芸用品（園芸用ハサミ外４点）の購入にかかる同経費の支出について
116,262

阿倍野区役所 総合企画課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 人権啓発・共生社会推進事業用　平成30年度　社会教育関係団体対象学習会　講師謝礼金の支出について（長池小学校　平成31年２月18日実施）
8,600

阿倍野区役所 総合企画課 平成31年03月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発・共生社会推進事業用 クリアホルダーの購入経費の支出について
108,000

阿倍野区役所 総合企画課 平成31年03月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成30年度阿倍野区教育会議の議事録作成業務にかかる経費の支出について（第５回：平成31年２月18日開催分）
55,890

阿倍野区役所 総合企画課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(平成31年2月分1回目)
5,400

阿倍野区役所 総合企画課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について(平成31年2月分1回目)
447

阿倍野区役所 総合企画課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について(平成31年2月分1回目)
4,300

阿倍野区役所 総合企画課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 安全なまちづくり推進事業用　防犯・交通安全教室にかかる出演料の支出について（平成31年2月12日実施分）
8,600

阿倍野区役所 総合企画課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 あべの筋魅力づくり事業における阪堺電気軌道上町線軌道敷の芝生維持管理業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（２月分）
290,520

阿倍野区役所 総合企画課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 安全なまちづくり推進事業用電動アシスト自転車の購入にかかる経費の支出について
244,848

阿倍野区役所 総合企画課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 不登校児などの相談支援事業にかかる心理相談員の報償金の支出について（2月分）
289,480

阿倍野区役所 総合企画課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成30年度大阪市スポーツ推進委員報酬の支出について（10月～３月分）
129,033

阿倍野区役所 総合企画課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区役所附設会館管理運営事業用　阿倍野区民センタースプリンクラーヘッドほか２点取替工事にかかる経費の支出について
247,320

阿倍野区役所 総合企画課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区の広聴事業外５事業にかかる後納郵便経費の支出について（平成31年２月分）
484

阿倍野区役所 総合企画課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区の広聴事業外５事業にかかる後納郵便経費の支出について（平成31年２月分）
1,066

阿倍野区役所 総合企画課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区の広聴事業外５事業にかかる後納郵便経費の支出について（平成31年２月分）
11,060

阿倍野区役所 総合企画課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区の教育事業外２事業にかかる後納郵便経費の支出について（平成31年２月分）
689

阿倍野区役所 総合企画課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区の教育事業外２事業にかかる後納郵便経費の支出について（平成31年２月分）
776

阿倍野区役所 総合企画課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区の広聴事業外５事業にかかる後納郵便経費の支出について（平成31年２月分）
82

阿倍野区役所 総合企画課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 区の広聴事業外５事業にかかる後納郵便経費の支出について（平成31年２月分）
328

阿倍野区役所 総合企画課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 区の教育事業外２事業にかかる後納郵便経費の支出について（平成31年２月分）
97

阿倍野区役所 総合企画課 平成31年03月19日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 区の広聴事業外５事業にかかる後納郵便経費の支出について（平成31年２月分）
328
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阿倍野区役所 総合企画課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度 教員サポート講習会実施にかかる講師謝礼の支出について（晴明丘南小学校　３月６日実施）
34,200

阿倍野区役所 総合企画課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区防災事業用「2019防災フェスタinあべの」開催にかかる阿倍野区民センター大ホール舞台技術等使用料の支出について（使用日：平成31年3月8・9日）
192,880

阿倍野区役所 総合企画課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度阿倍野区「プロフェッショナルに出会う！音楽体感」事業にかかる選定委員への報償金の支出について
13,780

阿倍野区役所 総合企画課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度阿倍野区「プロフェッショナルに出会う！音楽体感」事業にかかる選定委員への報償金の支出について
12,420

阿倍野区役所 総合企画課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度阿倍野区「プロフェッショナルに出会う！音楽体感」事業にかかる選定委員への報償金の支出について
13,440

阿倍野区役所 総合企画課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 安全なまちづくり推進事業用交通安全啓発シールの購入にかかる経費の支出について
68,040

阿倍野区役所 総合企画課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区役所附設会館管理運営事業用　煙感知器Aほか５点（阿倍野区役所）買入にかかる経費の支出について
1,879,567

阿倍野区役所 総合企画課 平成31年03月22日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　建物修繕料 区役所附設会館管理運営事業用　煙感知器Aほか５点（阿倍野区役所）買入にかかる経費の支出について
1,172,416

阿倍野区役所 総合企画課 平成31年03月22日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 報償費　報償金 平成31年度阿倍野区「プロフェッショナルに出会う！音楽体感」事業にかかる選定委員への報償金の支出について
1,780

阿倍野区役所 総合企画課 平成31年03月22日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 報償費　報償金 平成31年度阿倍野区「プロフェッショナルに出会う！音楽体感」事業にかかる選定委員への報償金の支出について
1,780

阿倍野区役所 総合企画課 平成31年03月22日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 報償費　報償金 平成31年度阿倍野区「プロフェッショナルに出会う！音楽体感」事業にかかる選定委員への報償金の支出について
1,780

阿倍野区役所 総合企画課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 平成31年度グローバル人材育成事業事業者選定会議にかかる選定委員への報償金の支出について
45,120

阿倍野区役所 総合企画課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 区役所附設会館管理運営事業用　煙感知器Aほか５点（阿倍野区役所）買入にかかる経費の支出について
188,017

阿倍野区役所 総合企画課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度発達障がいサポート事業にかかるサポーターの報償金の支出について（2月分）
408,619

阿倍野区役所 総合企画課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業にかかる講師謝礼金の支出について（平成31年２月分）
14,500

阿倍野区役所 総合企画課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 空家等対策推進事業にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
194

阿倍野区役所 総合企画課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動協議会活動支援事業外７事業にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
1,432

阿倍野区役所 総合企画課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動協議会活動支援事業外７事業にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
1,926

阿倍野区役所 総合企画課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動協議会活動支援事業外７事業にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
140

阿倍野区役所 総合企画課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動協議会活動支援事業外７事業にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
2,218

阿倍野区役所 総合企画課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動協議会活動支援事業外７事業にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
82

阿倍野区役所 総合企画課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動協議会活動支援事業外７事業にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
40,047

阿倍野区役所 総合企画課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動協議会活動支援事業外７事業にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
410

阿倍野区役所 総合企画課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動協議会活動支援事業外７事業にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
424

阿倍野区役所 総合企画課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 阿倍野区花と緑のまちづくり支援事業用園芸用品（種子外４点）の購入にかかる同経費の支出について
29,808

阿倍野区役所 総合企画課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 安全なまちづくり推進事業用事務用品他の購入にかかる経費の支出について
75,168

阿倍野区役所 総合企画課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区役所附設会館管理運営事業用　阿倍野区民センター火災受信機液晶ディスプレイ表示部修繕業務にかかる経費の支出について
278,640

阿倍野区役所 総合企画課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 あべの筋魅力づくり事業用　芳名板ネーム用プレート印字・作成業務にかかる経費の支出について
7,560

阿倍野区役所 総合企画課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度　阿倍野区校庭等の芝生化事業　維持管理技術指導業務委託の実施にかかる委託料の支出について
184,680

阿倍野区役所 総合企画課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 区役所附設会館管理運営事業用　阿倍野区民センターワイヤレスマイク買入にかかる経費の支出について
356,400

阿倍野区役所 総合企画課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 平成30年度　阿倍野区「プロフェッショナルに出会う！音楽体感」事業業務委託にかかる経費の支出について（最終）
263,200

阿倍野区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険に係る3月分歳出還付金の資金前渡の支出について（一般分）
20,000

阿倍野区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出
退職被保険者等還付
金

償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険に係る3月分歳出還付金の資金前渡の支出について（退職被保険者等還付金分）
5,000

阿倍野区役所 窓口サービス課 平成31年03月04日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料に係る保険料過誤納金の還付金の支出について（一般分）
17,276

阿倍野区役所 窓口サービス課 平成31年03月06日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務システム用トナーカートリッジの購入について
184,680

阿倍野区役所 窓口サービス課 平成31年03月08日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成３１年３月分）
347,260

阿倍野区役所 窓口サービス課 平成31年03月08日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担
金

国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について（平成３１年３月分）
870,630

阿倍野区役所 窓口サービス課 平成31年03月08日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料に係る保険料過誤納金の還付金の支出について（一般分）
140,493

阿倍野区役所 窓口サービス課 平成31年03月11日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出
退職被保険者等還付
金

償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険に係る3月分歳出還付金の資金前渡の支出について（退職被保険者等還付金分）
5,000

阿倍野区役所 窓口サービス課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市阿倍野区役所　住民情報業務等委託　長期継続契約にかかる経費の支出について（１月分）
394,902

阿倍野区役所 窓口サービス課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市阿倍野区役所　住民情報業務等委託　長期継続契約にかかる経費の支出について（１月分）
4,002,291

阿倍野区役所 窓口サービス課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 平成30年度窓口サービス課（住民登録・戸籍）事務用 後納郵便料の支出について（2月分）
2,210

阿倍野区役所 窓口サービス課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成30年度窓口サービス課（住民登録・戸籍）事務用 後納郵便料の支出について（2月分）
71,924

阿倍野区役所 窓口サービス課 平成31年03月20日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険に係る保険料過誤納金の還付加算金の支出について
14,200

阿倍野区役所 窓口サービス課 平成31年03月20日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険に係る保険料過誤納金の還付金の支出について（一般分）
438,972

阿倍野区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
15,471

阿倍野区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
256,890
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阿倍野区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険管理）事務用後納郵便料の支出について（平成３１年２月分）
529,316

阿倍野区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険に係る保険料過誤納金の還付金の支出について（一般分）
21,663

阿倍野区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
94,056

阿倍野区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
35,184

阿倍野区役所 窓口サービス課 平成31年03月28日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担
金

国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について（平成３１年３月分その２）
1,746,760

阿倍野区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課(保険年金)事務用　事務用品の購入にかかる経費の支出について
59,674

阿倍野区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課(保険年金)事務用　事務用品の購入にかかる経費の支出について
40,012

阿倍野区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険に係る保険料過誤納金の還付金の支出について（一般分）
72,144

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 あべのウォークPart29（3月2日実施分）にかかる市民活動行事保険料の支出について
9,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育所事業にかかる阪南保育所消耗品費の資金前渡金支出について（平成３１年３月分特別保育用）
10,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所事業にかかる高松保育所及び阪南保育所消耗品費の資金前渡金支出について（平成３１年３月分通常保育用）
100,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
380,834

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務等にかかる市内出張交通費の支出について（平成３１年１月分）
240

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事務等にかかる市内出張交通費の支出について（平成３１年１月分）
510

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事務等にかかる市内出張交通費の支出について（平成３１年１月分）
2,540

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事務等にかかる市内出張交通費の支出について（平成３１年１月分）
1,730

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成３１年２月）
1,100,840

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 子育てカウンセリング事業用　書籍の購入にかかる経費の支出について
23,878

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護のおむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成３１年２月）
104,495

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の福祉用具購入および住宅改修にかかる介護扶助費の支出について（平成３１年２月）
5,982

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健事業にかかる市内出張交通費の支出について（１２月分）
4,662

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
24,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
16,630

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
515,238

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
71,421

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
23,222

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
10,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
25,912

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 BCG予防接種医師にかかる報償金の支出について（２月分）
24,830

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健事業にかかる市内出張交通費の支出について（１２月分）
720

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

旅費　普通旅費 保健事業にかかる市内出張交通費の支出について（１２月分）
414

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
339,660

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
47,212

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
139,279

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
47,212

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
11,772

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
63,394

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
248,180

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
22,273

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
22,864

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,092

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護のおむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成３１年２月）
46,600

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成３１年２月）
58,150

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成３１年２月）
14,740

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（平成３１年２月）
171,531

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談における歯科衛生士の報償金の支出について（2月19日実施分）
6,300

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 介護保険事業にかかる住宅改修理由書作成費（平成31年2月請求分）の支出について③
4,000
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月11日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉事業にかかる平成30年度母子福祉資金（就学支度資金）の支出について
47,736

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
57,439

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
51,477

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課(福祉介護)事務用　小口支払基金繰入金の支出について（３１年２月分）
406

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 保健福祉課(福祉介護)事務用　小口支払基金繰入金の支出について（３１年２月分）
2,548

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課(福祉介護)事務用　小口支払基金繰入金の支出について（３１年２月分）
820

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 保健福祉課(福祉介護)事務用　小口支払基金繰入金の支出について（３１年２月分）
420

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
43,859

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
19,964

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護のおむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成３１年３月）
17,091

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の引越代にかかる生活扶助費の支出について（平成３１年２月）
75,600

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護のおむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成３１年３月）
127,790

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の給食費にかかる教育扶助費の支出について（平成３１年１月分）
110,100

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成３１年３月）
34,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成３１年２月）
4,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成３１年２月）
240,240

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成３１年２月）
193,588

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護の就労自立給付金にかかる措置扶助費の支出について（平成３１年２月）
56,097

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
906

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成３０年度コホート検討会にかかる参画医師の報償金の支出について（２月２０日実施分）
11,360

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 後見開始の審判請求に係る申立費用の支出について
2,740

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 後見開始の審判請求に係る申立費用の支出について
3,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 乳幼児発達相談強化事業にかかる保育士の報償金の支出について（2月分）
7,488

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
29,805

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
24,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
14,874

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
213,608

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
41,242

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
67,840

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,140

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
33,100

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護のおむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成３１年３月）
81,972

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護の住宅維持にかかる住宅扶助費の支出について（平成３１年３月）
81,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成３１年３月）
39,900

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（平成３１年３月）
119,602

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成３１年３月）
23,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護の衛生材料費等にかかる出産扶助費の支出について（平成３１年３月）
14,190

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成３１年３月）
640,008

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護の進学準備給付金にかかる措置扶助費の支出について（平成３１年３月）
100,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 後見開始の審判請求に係る診断書作成料金の支出について
2,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護のおむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成３１年３月）
20,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度子育てカウンセリング事業専門相談にかかる報償金の支出について（２月分）
106,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度子育てカウンセリング事業専門相談スタッフにかかる報償金の支出について（２月分）
3,744

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度子育てカウンセリング事業一時保育にかかる報償金の支出について（２月分）
13,104

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度子育てカウンセリング事業ピアカウンセリングにかかる報償金の支出について（２月分）
12,900

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
65,583

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
204,007
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
28,505

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分その２）
101,179

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分その１）
283,042

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の福祉用具購入にかかる介護扶助費の支出について（平成３１年３月）
7,032

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 乳幼児発達相談強化事業にかかる心理相談員の報償金の支出について（２月分）
46,860

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度阿倍野区子育て講演会一時保育にかかる報償金の支出について
30,170

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 子育て支援担当事務用　乾式電子複写機にかかるコピー料金の支出について（2月分）
8,671

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 子育て支援担当事務用　乾式電子複写機にかかるコピー料金の支出について（2月分）
1,272

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 保健子育て担当事務用　小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年２月分）
10,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 子育て支援担当事務用　料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
2,962

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 保健子育て担当事務用　小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年２月分）
8,316

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成３０年度民生委員・児童委員費用弁償（第４四半期分）にかかる経費の支出について
1,145,125

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援担当事務用　料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
8,988

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護のおむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成３１年３月）
71,678

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健子育て担当事務用　小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年２月分）
1,640

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成３０年度民生委員・児童委員費用弁償（第４四半期分）にかかる経費の支出について
1,098,875

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 子育て支援担当事務用　料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
2,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 子育て支援担当事務用　料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
64,792

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援担当事務用　料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
5,076

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援担当事務用　料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
2,542

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援担当事務用　料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
9,281

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援担当事務用　料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
1,148

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援担当事務用　料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
3,372

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援担当事務用　料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
4,920

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月20日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付事務費

役務費　通信運搬費 子育て支援担当事務用　料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
2,357

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
24,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
226,260

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
14,040

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
76,016

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
215,890

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
232,420

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
131,490

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
256,420

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

需用費　消耗品費 生活保護業務用 事務用品の購入にかかる経費の支出について
8,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護業務用 事務用品の購入にかかる経費の支出について
1,717

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の断酒会移送費にかかる生活扶助費の支出について（平成３１年３月）
1,600

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護のおむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成３１年３月）
171,699

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護のおむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成３１年３月）
4,553

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の家財処分料にかかる生活扶助費の支出について（平成３１年３月）
149,580

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の引越代にかかる生活扶助費の支出について（平成３１年３月）
181,440

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の給食費等にかかる教育扶助費の支出について（平成３１年１～２月分）
409,469

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成３１年３月）
24,940

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成３１年３月）
35,410

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成３１年３月）
659,759

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務における市内出張交通費の支出について（2月分）
920

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）②
74,893

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）①
17,694
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度阿倍野区子育て講演会にかかる講師謝礼の支出について
22,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
29,522

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
154,066

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
3,780

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
30,160

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
56,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
13,750

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成31年４月定例・随時払分）
15,400,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成31年４月定例・随時払分）
8,300,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成31年４月定例・随時払分）
400,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成31年４月定例・随時払分）
150,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成31年４月定例・随時払分）
1,600,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所事業に係る高松保育所及び阪南保育所の賄材料費の資金前渡金支出について（平成３１年３月分）
1,882,350

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険担当事務用　乾式電子複写機にかかるコピー料金の支出について（2月分）
4,045

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課(福祉介護)事務用　小口支払基金繰入金の支出について（３１年３月分①）
8,640

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉担当用　事務用品の購入にかかる経費の支出について
10,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉担当用　事務用品の購入にかかる経費の支出について
88

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉担当用　事務用品の購入にかかる経費の支出について
500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉担当用　事務用品の購入にかかる経費の支出について
13,020

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 子育て支援事業用　平成30年度 子育てミニニュースの印刷にかかる経費の支出について（平成31年3・4月号）
22,680

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
22,523

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 福祉担当等事務用　タブレット端末の利用にかかる経費の支出について（２月分）
4,296

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉担当用　事務用品の購入にかかる経費の支出について
12,902

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉担当用　事務用品の購入にかかる経費の支出について
26,394

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
3,352

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 福祉担当用　事務用品の購入にかかる経費の支出について
5,447

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 福祉担当用　事務用品の購入にかかる経費の支出について
2,160

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 福祉担当用　事務用品の購入にかかる経費の支出について
18,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 保健福祉課(福祉介護)事務用　小口支払基金繰入金の支出について（３１年３月分①）
420

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
73,971

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課(福祉介護)事務用　小口支払基金繰入金の支出について（３１年３月分①）
410

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用　乾式電子複写機にかかるコピー料金の支出について（３１年２月分）
21,880

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 福祉担当用　事務用品の購入にかかる経費の支出について
31,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等にかかる報償金の支出について（２月分）
452,170

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

需用費　消耗品費 福祉担当用　事務用品の購入にかかる経費の支出について
1,458

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 助産師相談事業用　3か月児健診における助産師相談従事者への講師謝礼の支出について（３月分）
11,160

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
57,439

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
57,439

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 BCG予防接種医師にかかる報償金の支出について（３月分）
24,830

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 保健福祉センター事業用公用車定期点検整備（法定12か月点検）にかかる経費の支出について
9,720

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
2,132

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 子育て支援担当にかかる市内出張交通費の支出について(平成31年３月分)
1,020

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護のおむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成３１年３月）
3,230

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護のおむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成３１年３月）
118,308

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の福祉用具購入にかかる介護扶助費の支出について（平成３１年３月）
3,348

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成３１年３月）
13,340

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成３１年３月）
213,970
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成３１年３月）
240,140

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
176

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
152

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
164

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
246

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
410

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
362

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健担当事務用　乾式電子複写機にかかるコピー料金の支出について（２月分）
1,952

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健担当事務用　乾式電子複写機にかかるコピー料金の支出について（２月分）
500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
420

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
8

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
19,849

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
164

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
140

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 保健担当事務用　乾式電子複写機にかかるコピー料金の支出について（２月分）
136

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
1,886

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
164

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健担当事務用　乾式電子複写機にかかるコピー料金の支出について（２月分）
3,200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
20,582

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健担当事務用　乾式電子複写機にかかるコピー料金の支出について（２月分）
3,910

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
832

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

需用費　消耗品費 保健担当事務用　乾式電子複写機にかかるコピー料金の支出について（２月分）
3,952

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
297

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 後見開始の審判請求に係る申立費用の支出について
3,922

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 後見開始の審判請求に係る申立費用の支出について
3,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健事業にかかる市内出張交通費の支出について（２月分）
2,114

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健事業にかかる市内出張交通費の支出について（１月分）
3,614

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 阿倍野区健康づくり推進事業用　ピンバッチの購入にかかる経費の支出について
97,200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉担当事務用　乾式電子複写機にかかるコピー料金の支出について（２月分）
11,288

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
3,772

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
91,583

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
33,912

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
10,846

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
35,244

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
187,600

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
16,631

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
146,648

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
35,600

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
15,080

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
22,459

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
157,226

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
48,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
168,870

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の給食費等にかかる教育扶助費の支出について（平成３１年１～３月分）
266,900

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談における歯科衛生士の報償金の支出について（3月6日実施分）
31,130

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

旅費　普通旅費 保健事業にかかる市内出張交通費の支出について（１月分）
414

阿倍野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 後見開始の審判請求に係る診断書作成料金の支出について
2,160
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住之江区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成３０年度３月分　国民健康保険事業にかかる葬祭費の支払準備金の支出について
50,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担
金

平成３０年度３月分　国民健康保険事業にかかる出産育児一時金の支払準備金の支出について
500,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金（一般）　平成３１年３月分　支払資金の支出について
50,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出
退職被保険者等還付
金

償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金（退職）　平成３１年３月分　支払資金の支出について
5,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成31年03月05日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金の支出について（歳出還付金　一般　３月分）
83,107

住之江区役所 窓口サービス課 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）事業にかかる市内出張等交通費（１月分）の支出について
360

住之江区役所 窓口サービス課 平成31年03月06日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成30年度12月分　国民健康保険療養費（保険者間調整　第6期分）の支払いについて
60,564

住之江区役所 窓口サービス課 平成31年03月06日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成30年度12月分　国民健康保険療養費（保険者間調整　第6期分）の支払いについて
1,823,824

住之江区役所 窓口サービス課 平成31年03月06日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 平成30年度12月分　国民健康保険療養費（保険者間調整　第6期分）の支払いについて
228,451

住之江区役所 窓口サービス課 平成31年03月12日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる切手購入経費の支出について
22,200

住之江区役所 窓口サービス課 平成31年03月12日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金の支出について（歳出還付金　一般　３月分）
11,415

住之江区役所 窓口サービス課 平成31年03月13日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成30年度3月分（平成31年3月分）国民健康保険療養費（一般分）の支出について
540,205

住之江区役所 窓口サービス課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市住之江区役所における住民情報業務等委託事業費の支出について（１月分）
551,341

住之江区役所 窓口サービス課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市住之江区役所における住民情報業務等委託事業費の支出について（１月分）
4,546,643

住之江区役所 窓口サービス課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 戸籍・住民登録グループ用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（2月分）
12,281

住之江区役所 窓口サービス課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民登録・戸籍グループ事務用後納郵便代金（２月分）の支出について
84,420

住之江区役所 窓口サービス課 平成31年03月20日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる後納郵便料の支出について（平成３０年度２月分）
13,064

住之江区役所 窓口サービス課 平成31年03月20日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる後納郵便料の支出について（平成３０年度２月分）
515,464

住之江区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
8,174

住之江区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
71,646

住之江区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
21,303

住之江区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
112,475

住之江区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金の支出について（歳出還付金　一般　３月分）
9,991

住之江区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
50,045

住之江区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
19,534

住之江区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成31年2月分）
155,549

住之江区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険業務用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（平成３１年２月分）
8,025

住之江区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険業務用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（平成３１年２月分）
3,439

住之江区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金の支出について（歳出還付金　現年還付加算金　３月分）
1,100

住之江区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金の支出について（歳出還付金　一般　３月分）
2,640

住之江区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出
退職被保険者等還付
金

償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金の支出について（歳出還付金　退職　３月分）
827

住之江区役所 窓口サービス課 平成31年03月28日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成３０年度３月分　国民健康保険事業にかかる葬祭費の支出について
650,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成31年03月28日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担
金

平成３０年度３月分　国民健康保険事業にかかる出産育児一時金の支出について
546,314

住之江区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市住之江区役所における住民情報業務等委託事業費の支出について（２月分）
451,078

住之江区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市住之江区役所における住民情報業務等委託事業費の支出について（２月分）
3,719,990

住之江区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業にかかる消耗品（トナーカートリッジ外２２点）の購入にかかる経費の支出について
13,461

住之江区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業にかかる消耗品（トナーカートリッジ外２２点）の購入にかかる経費の支出について
10,584

住之江区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業にかかる消耗品（トナーカートリッジ外２２点）の購入にかかる経費の支出について
30,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業にかかる消耗品（トナーカートリッジ外２２点）の購入にかかる経費の支出について
219,507

住之江区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業にかかる消耗品（トナーカートリッジ外２２点）の購入にかかる経費の支出について
14,098

住之江区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業にかかる消耗品（トナーカートリッジ外２２点）の購入にかかる経費の支出について
10,897

住之江区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業にかかる消耗品（トナーカートリッジ外２２点）の購入にかかる経費の支出について
13,919

住之江区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保健事業費
特定健康診査等事業
費

特定健康診査等事業
費

需用費　消耗品費 国民健康保険事業にかかる消耗品（トナーカートリッジ外２２点）の購入にかかる経費の支出について
24,494

住之江区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金の支出について（歳出還付金　一般　３月分）
15,974

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 地域による人と家の見守り活動支援事業　福祉関係者向けセミナー「福祉関係者と学ぶ、人と家のこれからの問題」における講師謝礼金の支出について
34,080

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
748,811

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
502,004
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住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立北加賀屋保育所及び御崎保育所消耗品費事業資金（特別保育用３月分）の支出について
20,000

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立北加賀屋保育所及び御崎保育所消耗品費事業資金（通常保育用３月分）の支出について
100,000

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
921,645

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
598,417

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成30年度児童手当随時払い（平成31年3月支払分）の支出について
80,000

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度地域による人と家の見守り活動支援事業有識者会議にかかる委員報償金並びに交通費の支出について
51,180

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業用市内出張等交通費の支出について（１月分）
5,936

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業用市内出張等交通費の支出について（１月分）
900

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

旅費　普通旅費 各種保健事業用市内出張等交通費の支出について（１月分）
360

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
1,933,537

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成３０年４月～平成３１年１月分）
4,426

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成３０年４月～平成３１年１月分）
1,514

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成３０年４月～平成３１年１月分）
918

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成３０年４月～平成３１年１月分）
3,830

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成３０年４月～平成３１年１月分）
1,530

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成３０年４月～平成３１年１月分）
4,290

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成３０年４月～平成３１年１月分）
1,134

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用消耗品の購入経費の支出について
87,789

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用消耗品の購入経費の支出について
24,531

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
666,562

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度地域による人と家の見守り活動支援事業選定委員会にかかる委員報償金並びに交通費の支出について
51,680

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月最終分）
3,640

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月最終分）
2,900

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（２月最終分）
1,710

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月最終分）
421

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成３０年度　結核コホート検討会参画医師謝礼金の支払いについて（2月分）
14,160

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月最終分）
3,628

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月最終分）
328

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月最終分）
800

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
164,300

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成31年2月分　社会復帰相談事業（家族教室）にかかる講師謝礼金の支出について
10,380

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月18日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子父子寡婦福祉貸付事業に係る母子福祉貸付金の支出について（就学支度資金・私立高等学校）
404,600

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費にかかる経費の支出について（２２）
8,000

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費にかかる経費の支出について（２３）
4,000

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成３０年度 ＢＣＧ予防接種医師報償金の支出について（２月分）
49,660

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　船車賃借料 軽四輪自動車（住之江区保健福祉センター事業用）長期借入にかかる支出について（２月分）
29,916

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
879,361

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（高齢・介護保険）事務にかかる後納郵便料（平成３１年２月分）の支出について
833

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（高齢・介護保険）事務にかかる後納郵便料（平成３１年２月分）の支出について
4,800

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（高齢・介護保険）事務にかかる後納郵便料（平成３１年２月分）の支出について
112,655

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（高齢・介護保険）事務にかかる後納郵便料（平成３１年２月分）の支出について
17,398

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（高齢・介護保険）事務にかかる後納郵便料（平成３１年２月分）の支出について
4,229

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（高齢・介護保険）事務にかかる後納郵便料（平成３１年２月分）の支出について
660

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 要保護児童対策地域協議会「大人がかわれば、子どももかわる」講演会にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成３０年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（２月分）
1,296

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成３０年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（２月分）
512

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 平成３０年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（２月分）
202
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住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成３０年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（２月分）
4,018

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成３０年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（２月分）
9,228

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成３０年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（２月分）
6,550

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 平成３０年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（２月分）
3,306

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成３０年度乳幼児健診等報償金の支出について（南港２月分）
136,750

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成３０年度乳幼児健診等報償金の支出について（分館２月分）
341,120

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成３０年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（２月分）
27,886

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 平成３０年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（２月分）
2,252

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかる事務用品の購入経費の支出について
3,000

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかる事務用品の購入経費の支出について
8,000

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（２月分）
9,359

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかる事務用品の購入経費の支出について
25,000

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかる事務用品の購入経費の支出について
5,928

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかる事務用品の購入経費の支出について
20,000

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかる事務用品の購入経費の支出について
8,000

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかる事務用品の購入経費の支出について
15,000

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児(通所・入所)給付費の支出について
4,829

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児(通所・入所)給付費の支出について
6,014

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかる事務用品の購入経費の支出について
18,000

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかる事務用品の購入経費の支出について
35,000

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかる事務用品の購入経費の支出について
15,000

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立北加賀屋保育所及び御崎保育所にかかる賄材料費の支出について（３月分）
1,738,000

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（高齢・介護保険）業務におけるコピー代金等の支出について（平成３１年２月分）
4,119

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費にかかる経費の支出について（２４）
10,000

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 成年後見制度市長審判請求にかかる診断書料の支出について（H30-11 No.157）
6,480

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
1,922,346

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
1,234

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
2,962

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
14,812

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
12,343

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
24,686

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
253,390

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
741

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
98,745

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
3,703

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
12,343

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
29,624

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
20,983

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月28日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
24,687

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費にかかる経費の支出について（２６）
4,000

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費にかかる経費の支出について（２５）
2,000

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健事業用足指力計測器ほか１点の購入にかかる経費の支出について
108,648

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月中間分）
360

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（３月中間分）
8,908

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月中間分）
8,280

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月中間分）
820

住之江区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（３月中間分）
4,200
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住之江区役所 総務課 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 平成30年度校長経営戦略支援予算（区担当教育次長枠）キャリア教育推進事業にかかる報償金の支出について（粉浜小学校実施分）
14,200

住之江区役所 総務課 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域資源を活用した住之江ブランド力向上事業（会所会）にかかるチラシの制作経費の支出について
75,600

住之江区役所 総務課 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区役所及び住之江区民ホールねずみ・害虫駆除業務にかかる委託料の支出について
72,360

住之江区役所 総務課 平成31年03月08日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 需用費　消耗品費 統一地方選挙にかかるゴムマットほか５点の買入代金の支出について
79,920

住之江区役所 総務課 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 小中一貫校における特色ある教育環境づくり事業にかかるe-ラーニング教材の導入にかかる経費の支出について（１月分）
12,960

住之江区役所 総務課 平成31年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 小中一貫校における特色ある教育環境づくり事業にかかるe-ラーニング教材の導入にかかる経費の支出について（１月分）
12,960

住之江区役所 総務課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（２月分）の支出について
2,980

住之江区役所 総務課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（２月分）の支出について
11,765

住之江区役所 総務課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（２月分）の支出について
2,030

住之江区役所 総務課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（２月分）の支出について
25,072

住之江区役所 総務課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（２月分）の支出について
6,000

住之江区役所 総務課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金（２月分）の支出について
1,158

住之江区役所 総務課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金（２月分）の支出について
645

住之江区役所 総務課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（２月分）の支出について
1,640

住之江区役所 総務課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（２月分）の支出について
1,066

住之江区役所 総務課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（２月分）の支出について
1,530

住之江区役所 総務課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金（２月分）の支出について
1,200

住之江区役所 総務課 平成31年03月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　船車賃借料 住之江区役所事業用軽四輪自動車の長期借入にかかる経費の支出について（平成３０年度２月分）
21,708

住之江区役所 総務課 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 平成30年度校長経営戦略支援予算（区担当教育次長枠）キャリア教育推進事業にかかる報償金の支出について（南港光小学校実施分）
20,330

住之江区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 南港ポートタウンサービスコーナー用乾式電子複写機消耗品費等使用料の支出について（２月分）
389

住之江区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務事務用乾式電子複写機消耗品費等使用料の支出について（２月分）
54,805

住之江区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（３月分中間）の支出について
18,034

住之江区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（３月分中間）の支出について
3,000

住之江区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金（３月分中間）の支出について
3,000

住之江区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事業用後納郵便代金（２月分）の支出について
3,152

住之江区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（３月分中間）の支出について
718

住之江区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事業用後納郵便代金（２月分）の支出について
3,250

住之江区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事業用後納郵便代金（２月分）の支出について
812

住之江区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事業用後納郵便代金（２月分）の支出について
6,802

住之江区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金（３月分中間）の支出について
19,434

住之江区役所 総務課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課（総務）事業用（区民モニター受取人払）後納郵便代金（2月分）の支出について
23,039

住之江区役所 総務課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 点字版「住之江区広報紙さざんか」（平成31年3月号）製作業務（概算契約）にかかる経費の支出について
84,380

住之江区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用 掲示板ほか14点の買入にかかる経費の支出について
118,476

住之江区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 住之江区役所・保健福祉センター分館用電気料金の支出について（２月分）
138,279

住之江区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 南港ポートタウンサービスコーナー賃料・共益費及び電気料の支出（平成３１年２月分）について
18,099

住之江区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 住之江区役所・保健福祉センター分館用電気料金の支出について（２月分）
657,888

住之江区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平成30年度中学生の英語力向上支援にかかる英語検定料の支出について（加賀屋中学校ほか3校）
1,335,140

住之江区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区役所庁舎及び住之江区保健福祉センター分館から排出する一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（2月分）
15,279

住之江区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区役所受水槽・雑排水槽・汚水槽清掃及び水質検査業務にかかる委託料の支出について
210,600

住之江区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 南港ポートタウンサービスコーナー清掃業務委託料の支出について（日常・定期2月分）
36,180

住之江区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区保健福祉センター分館機械警備業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（2月分）
34,560

住之江区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区長応接室設置用ケーブルテレビ使用料（２月分）の支出について
3,340

住之江区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２９年度　LGWAN接続系利用パソコン等機器（住之江区役所）一式（平成２９年７月借入分）　長期借入（平成31年2月分）
16,240

住之江区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２９年度　庁内情報利用パソコン等機器（住之江区役所）一式（平成３０年３月借入分）　長期借入にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
173,510

住之江区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度　庁内情報利用パソコン等機器（住之江区役所）一式（平成２９年３月借入分）　長期借入にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
28,789

住之江区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 宿直用寝具借入料の支出について（2月分）
9,504

住之江区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　庁内情報利用パソコン等機器（住之江区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成３１年２月分））
411,971
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住之江区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　不動産賃借料 南港ポートタウンサービスコーナー賃料・共益費及び電気料の支出（平成３１年２月分）について
127,441

住之江区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　不動産賃借料 南港ポートタウンサービスコーナー賃料・共益費及び電気料の支出（平成３１年２月分）について
60,912

住之江区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙人名簿調停事務および選挙常時啓発事務及び統一地方選挙事務にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
2,378

住之江区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙人名簿調停事務および選挙常時啓発事務及び統一地方選挙事務にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
5,330

住之江区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 選挙人名簿調停事務および選挙常時啓発事務及び統一地方選挙事務にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
11,874

住之江区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁内情報利用パソコン等機器（住之江区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成31年２月分））
2,028

住之江区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（３月分中間その２）の支出について
3,015

住之江区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（３月分中間その２）の支出について
17,006

住之江区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金（３月分中間その２）の支出について
4,920

住之江区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 住之江区広報紙「さざんか」（平成３１年３月号）企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について
683,996

住之江区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（３月分中間その２）の支出について
19,420

住之江区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平成30年度小・中学生の学習意欲向上事業にかかる漢字検定料の支出について（住吉川小学校ほか12校）
2,292,825

住之江区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区役所雑排水漕等に伴う産業廃棄物処理委託（概算契約）にかかる委託料の支出について
12,312

住之江区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区広報紙「さざんか」（平成３１年３月号）企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について
273,780

住之江区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区役所及び住之江区保健福祉センター分館樹木剪定業務委託料の支出について
529,200

住之江区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金（３月分中間その２）の支出について
400

住之江区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（３月分中間その２）の支出について
25,416

住之江区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区民モニター謝礼用図書カード購入費の支出について
128,000

住之江区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用料金後納郵便差出票（その２）印刷にかかる経費の支出について
40,608

住之江区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市住之江区役所庁舎及び住之江区保健福祉センター分館清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（２月分）
637,200

住之江区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 遠隔手話・外国語通訳支援モデル事業用タブレット型端末使用料（平成３１年２月分）の支出について
3,996

住之江区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 平成30年度校長経営戦略支援予算（区担当教育次長枠）キャリア教育推進事業にかかる報償金の支出について（粉浜小学校実施分）
35,500

住之江区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 平成30年度校長経営戦略支援予算（区担当教育次長執行枠）スクールソーシャルワーカー派遣事業にかかる報償金の支出について（２月分）
178,471

住之江区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 平成30年度校長経営戦略支援予算（区担当教育次長執行枠）スクールソーシャルワーカー派遣事業にかかる報償金の支出について（２月分）
89,235

住之江区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供（３１年２月分）にかかる経費の支出について
5,130

住之江区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 証明書発行システム用回線使用料（３１年２月分）の支出について
7,628

住之江区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 需用費　消耗品費 統一地方選挙にかかる養生用テープほか１１点の買入代金の支出について
86,400

住之江区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター分館専用回線用ひかり電話使用料（３１年２月分）の支出について
44,798

住之江区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　図書購入費 住之江区役所総務課（広聴）用ゼンリン住宅地図の買入にかかる経費の支出について
12,636

住之江区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 音楽を通じた未来のすみのえを担う人材育成事業関連業務にかかる委託料の支出について
1,500,000

住之江区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度　発達障がいサポーター活動報償金の支出について（２月分）
461,760

住之江区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成３０年度　発達障がい等ボランティア活動報償金の支出について（２月分）
24,000

住之江区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（３月分中間その３）の支出について
8,971

住之江区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（３月分中間その３）の支出について
16,641

住之江区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（３月分中間その３）の支出について
3,000

住之江区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度こども学習サポート事業にかかる委託料の支出について（２月分）
452,725

住之江区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度こども学習サポート事業にかかる委託料の支出について（２月分）
349,877

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における家財処分料の支出について
121,176

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における移送費（引越）の支出について
135,000

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における福祉用具購入費の支出について
10,000

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護報酬費の支出について
35,650

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における住宅改修費の支出について
43,103

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
1,799,206

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における紙おむつ代の支出について
635,197

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（中学校）の支出について
192,000

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（小学校）の支出について
153,136

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
107,500



平成30年度（平成31年３月）　公金支出情報

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

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費（医療）の支出について
28,070

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
441,746

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援課一般事務用ボールペンほか２７点の買入に係る経費の支出について
88,171

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 生活支援課市内出張等交通費の支出について（平成３０年１２月分・平成３１年１月分）
1,548

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

旅費　普通旅費 生活支援課市内出張等交通費の支出について（平成３０年１２月分・平成３１年１月分）
2,120

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活支援課市内出張等交通費の支出について（平成３０年１２月分・平成３１年１月分）
960

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活支援課市内出張等交通費の支出について（平成３０年１２月分・平成３１年１月分）
6,347

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
105,529

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費（医療）の支出について
57,510

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における進学準備給付金の支出について
100,000

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における紙おむつ代の支出について
449,569

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における家財処分料の支出について
203,040

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における移送費（引越）の支出について
852,520

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における福祉用具購入費の支出について
14,030

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における住宅改修費の支出について
37,957

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭扶助費の支出について
1,322,600

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における進学準備給付金の支出について
100,000

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
87,940

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援課業務用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（２月分）
27,711

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における進学準備給付金の支出について
200,000

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（２月分）
1,000

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員・児童委員費用弁償（第４四半期分）の支出について
1,425,625

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（２月分）
158,235

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（２月分）
3,954

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（２月分）
9,200

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（２月分）
355,033

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における移送費（引越）の支出について
244,728

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における家財処分料の支出について
492,480

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法における住宅維持費の支出について
271,601

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における福祉用具購入費の支出について
21,610

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
113,230

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
465,796

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費（医療）の支出について
48,540

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
1,083,624

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 民生委員・児童委員費用弁償（第４四半期分）の支出について
1,364,375

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における紙おむつ代の支出について
393,173

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（平成３０年度予算４月分定例・随時前半）
23,500,000

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（平成３０年度予算４月分定例・随時前半）
12,500,000

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（中学校）の支出について
658,616

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（小学校）の支出について
1,294,039

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（平成３０年度予算４月分定例・随時前半）
1,100,000

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（平成３０年度予算４月分定例・随時前半）
250,000

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（平成３０年度予算４月分定例・随時前半）
4,500,000

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における就労自立給付金の支出について
25,031

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における就労自立給付金の支出について
89,529

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における家財処分料の支出について
240,000

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における移送費（引越）の支出について
411,480
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住之江区役所 生活支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における紙おむつ代の支出について
537,580

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（中学校）の支出について
35,400

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（小学校）の支出について
713,578

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護報酬費の支出について
6,690

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における住宅改修費の支出について
32,558

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における福祉用具購入費の支出について
65,948

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
300,967

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
88,210

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における長期入院患者の診療報酬の支出について
27,360

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費（医療）の支出について
6,160

住之江区役所 生活支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における進学準備給付金の支出について
100,000

住之江区役所 協働まちづくり課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 災害対策本部用　両開き保管庫Ａほか６点（住之江区役所）買入にかかる経費の支出について
681,372

住之江区役所 協働まちづくり課 平成31年03月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花緑人材育成講習会にかかるハンギングスリットバスケット　外１７点の買入にかかる経費の支出について
224,208

住之江区役所 協働まちづくり課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金
新たな地域コミュニティ支援事業/豊かなコミュニティとマルチパートナーシップ等促進事業/人権啓発推進事業地区人権学習会運営業務に係る委員報酬・交通費
の支出について 51,430

住之江区役所 協働まちづくり課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 協働まちづくり事業にかかる市内出張等交通費の支出について（平成31年1月）
16,387

住之江区役所 協働まちづくり課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 第22回住之江区生涯学習ふれあいフェスティバルにかかる会場設営・撤去、ならびにPA音響機材オペレーション業務の委託にかかる経費の支出について
237,600

住之江区役所 協働まちづくり課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成３１年度住之江区人権啓発推進事業　地区人権学習会運営業務　業者選定委員会に係る委員謝礼の支払いについて
27,360

住之江区役所 協働まちづくり課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働事務用乾式電子複写機消耗品等使用料の支出について（２月分）
13,312

住之江区役所 協働まちづくり課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（平成３１年２月分）
1,326

住之江区役所 協働まちづくり課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（平成３１年２月分）
594

住之江区役所 協働まちづくり課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（平成３１年２月分）
2,914

住之江区役所 協働まちづくり課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３０年度市民協働型自転車利用適正化事業「Ｄｏ！プラン」業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
281,507

住之江区役所 協働まちづくり課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（平成３１年２月分）
1,758

住之江区役所 協働まちづくり課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成30年度大阪市スポーツ推進委員報酬の支払について（10月～3月分）
163,200

住之江区役所 協働まちづくり課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災活動支援事業　津波避難ビル用　簡易トイレほか２点　買入にかかる経費の支出について
257,580

住之江区役所 協働まちづくり課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 防災対策事務用及び防犯パトロール用自転車　買入にかかる防犯登録手数料の支出について
600

住之江区役所 協働まちづくり課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 防災対策事務用及び防犯パトロール用自転車　買入にかかる防犯登録手数料の支出について
600

住之江区役所 協働まちづくり課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 防犯カメラにかかる共架料金の支出について
51,408

住之江区役所 協働まちづくり課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 協働まちづくり事業にかかる市内出張等交通費の支出について（平成31年2月）
17,674

住之江区役所 協働まちづくり課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害対策本部用　デジタル簡易無線機用タイピン型マイクＡほか２点（住之江区役所）（その２）　買入にかかる経費の支出について
216,216

住之江区役所 協働まちづくり課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災対策事務費　住之江区災害対策本部用　防災バッグ　買入にかかる経費の支出について
318,816

住之江区役所 協働まちづくり課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　負担金 住之江区災害対策本部用デジタル無線機にかかる電波利用料の支出について（平成３０年度分）
16,200

住吉区役所 総務課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用定額電灯(太陽光パネル分)にかかる電気料金の支出について(２月分)
790

住吉区役所 総務課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 人権研修～住吉地区フィールドワーク～の開催に伴う講師謝礼の支出について
22,161

住吉区役所 総務課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用等小口支払基金の繰入について（２月分）（２回目）
11,284

住吉区役所 総務課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 一般管理事務用等小口支払基金の繰入について（２月分）（２回目）
4,620

住吉区役所 総務課 平成31年03月08日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用等小口支払基金の繰入について（２月分）（２回目）
1,476

住吉区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙用　デスクトップパネルの購入及び同経費の支出について
118,281

住吉区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課業務用出張交通費の支出について（平成３１年１月分）
20,014

住吉区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用等小口支払基金の繰入について（３月分）
18,878

住吉区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 一般管理事務用等小口支払基金の繰入について（３月分）
807

住吉区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用水道料金の支出について（２月分）
243,145

住吉区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用水道料金の支出について（２月分）
124,002

住吉区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用水道料金の支出について（雨水にかかる下水道料金２月分）
465

住吉区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用電気料金の支出について（２月分）
1,958,994

住吉区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用等後納郵便料金の支出について（２月分）
23,922

住吉区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大阪市住吉区役所一般廃棄物収集運搬業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
16,912
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住吉区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎管理用　住吉区役所、住吉区民センター害虫駆除業務にかかる経費の支出について
54,000

住吉区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度　庁内情報利用パソコン等機器（住吉区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
43,269

住吉区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器（住吉区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
409,082

住吉区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 宿日直寝具借入の実施及び同経費の支出について（２月分）
9,072

住吉区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系利用パソコン等機器（住吉区区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
10,865

住吉区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　庁内情報利用パソコン等機器（住吉区役所）（２）一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
12,711

住吉区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度庁内情報利用パソコン等機器（住吉区役所）（１）一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
166,410

住吉区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 需用費　消耗品費 一般管理事務用等小口支払基金の繰入について（３月分）
2,548

住吉区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 需用費　消耗品費 選挙用　インクジェットプリンターの購入及び同経費の支出について
24,300

住吉区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用等小口支払基金の繰入について（３月分）
9,602

住吉区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代金の支出について（２月分）
11,252

住吉区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般管理用高速プリンター保守業務にかかる経費の支出ついて（２月分）
11,250

住吉区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用高速インクジェットプリンター長期借入契約にかかる経費の支出について（２月分）
48,492

住吉区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
11,294

住吉区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用電話料金の支出について（２月分）
16,202

住吉区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区長用携帯端末にかかる通信用電話料金の支出について（２月分）
4,569

住吉区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用電話料金(市民局証明書発行システム分)の支出について（２月分）
3,814

住吉区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎管理事業用　大阪市住吉区役所庁舎等清掃業務にかかる経費の支出について（２月分）
688,111

住吉区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 庁舎管理事業用　大阪市住吉区役所庁舎等清掃業務にかかる経費の支出について（２月分）
6,329

住吉区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度第４回区政会議資料（一式）の点字版製作業務の実施及び同経費の支出について
166,500

住吉区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用　簡易専用水道法定検査業務にかかる経費の支出について
8,100

住吉区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 旅費　普通旅費 工業統計調査にかかる市内出張交通費の支出について（３月分）
920

住吉区役所 地域課 平成31年03月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 空家等対策事業用 三角コーン反射テープ付 外４点の購入経費の支出について
45,360

住吉区役所 地域課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花さかスミちゃん事業用　トレニア種子外11点の買入及び同経費の支出について
62,640

住吉区役所 地域課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 災害に備えた自助・共助・公助の対策事業用　災害用備蓄倉庫の買入及び同経費の支出について
380,160

住吉区役所 地域課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域活動協議会補助事業用　小口支払基金の繰入について（２月分２回目）
213

住吉区役所 地域課 平成31年03月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策事業用　マットコート紙他1点の購入及び同経費の支出について
299,808

住吉区役所 地域課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策事業　電柱幕（ビニールバンド３本付）の購入および同経費の支出について
124,200

住吉区役所 地域課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 放置自転車対策事業　インクタンク（純正）外６点の購入経費の支出について
277,527

住吉区役所 地域課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害に備えた自助・共助・公助の対策事業用　段ボールベッド他２点の買入及び同経費の支出について
210,470

住吉区役所 地域課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害に備えた自助・共助・公助の対策事業用　ヘッドライトの購入及び同経費の支出について
215,946

住吉区役所 地域課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害に備えた自助・共助・公助の対策事業用　折りたたみ式リヤカー買入及び同経費の支出について
223,560

住吉区役所 地域課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 災害に備えた自助・共助・公助の対策事業用　レーザーカラープリンタ―修繕業務の実施及び同経費の支出について
97,200

住吉区役所 地域課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　負担金 災害に備えた自助・共助・公助の対策事業用　電波利用料の支出について
118,350

住吉区役所 地域課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域安全防犯対策事業　「すみちゃん通信春号」（３月号）班回覧印刷及び同経費の支出について
52,920

住吉区役所 地域課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯カメラ事業　防犯カメラにかかる電気代の支出について（2月分）
53,207

住吉区役所 地域課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 花さかスミちゃん事業用　住吉区花づくり広場にかかる水道料金の支出について（２月分）
594

住吉区役所 地域課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 花さかスミちゃん事業用　住吉区花づくり広場にかかる水道料金の支出について（２月分）
939

住吉区役所 地域課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害に備えた自助・共助・公助の対策事業用　小口支払基金の繰入について（３月分）
16,200

住吉区役所 地域課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策事業用　小口支払基金の繰入について（3月分）
18,274

住吉区役所 地域課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域課事務用コピー代金の支出について（２月分）
12,975

住吉区役所 地域課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 災害に備えた自助・共助・公助の対策事業用　小口支払基金の繰入について（３月分）
4,923

住吉区役所 地域課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 花さかスミちゃん事業用　小口支払基金の繰入について（３月分）
961

住吉区役所 地域課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 地域活動協議会補助事業用　小口支払基金の繰入について（３月分）
3,420

住吉区役所 地域課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 地域安全防犯対策事業用　小口支払基金の繰入について（3月分）
8,760

住吉区役所 地域課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域課一般管理用等郵送代の支出について（２月分）
13,783

住吉区役所 地域課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域課一般管理用等郵送代の支出について（受取人払い２月分）
1,649
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住吉区役所 地域課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度　住吉区災害時要援護者管理システム機器一式の長期借入及び同経費の支出について(平成31年２月分)
33,264

住吉区役所 地域課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 地域課一般管理用等郵送代の支出について（２月分）
328

住吉区役所 地域課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花さかスミちゃん事業用　防鳥網　外８点の買入及び同経費の支出について
187,920

住吉区役所 地域課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度住吉区における啓発指導員の配置等による放置自転車対策業務委託経費の支出について（２月分）
372,142

住吉区役所 地域課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯対策事業にかかる通信費の支出について（２月分）
5,884

住吉区役所 地域課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域課市内出張交通費の支出について（１～２月分）
17,770

住吉区役所 地域課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害に備えた自助・共助・公助の対策事業用　屋外掲示用両面テープ外２点の買入経費の支出について
143,748

住吉区役所 地域課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策事業　ショルダーメガホンの購入および同経費の支出について
26,136

住吉区役所 地域課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 地域課市内出張交通費の支出について（１～２月分）
640

住吉区役所 地域課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度新たな地域コミュニティ支援事業受託者選定会議（平野区・鶴見区・住吉区合同）にかかる選定委員報償金の支出について
5,607

住吉区役所 地域課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度新たな地域コミュニティ支援事業受託者選定会議（平野区・鶴見区・住吉区合同）にかかる選定委員報償金の支出について
5,500

住吉区役所 地域課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度新たな地域コミュニティ支援事業受託者選定会議（平野区・鶴見区・住吉区合同）にかかる選定委員報償金の支出について
5,500

住吉区役所 地域課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度新たな地域コミュニティ支援事業受託者選定会議（平野区・鶴見区・住吉区合同）にかかる選定委員報償金の支出について
5,500

住吉区役所 地域課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度新たな地域コミュニティ支援事業受託者選定会議（平野区・鶴見区・住吉区合同）にかかる選定委員報償金の支出について
5,607

住吉区役所 地域課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度新たな地域コミュニティ支援事業受託者選定会議（平野区・鶴見区・住吉区合同）にかかる選定委員報償金の支出について
5,500

住吉区役所 地域課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度新たな地域コミュニティ支援事業受託者選定会議（平野区・鶴見区・住吉区合同）にかかる選定委員報償金の支出について
5,606

住吉区役所 地域課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度新たな地域コミュニティ支援事業受託者選定会議（平野区・鶴見区・住吉区合同）にかかる選定委員報償金の支出について
5,500

住吉区役所 地域課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度新たな地域コミュニティ支援事業受託者選定会議（平野区・鶴見区・住吉区合同）にかかる選定委員報償金の支出について
5,500

住吉区役所 地域課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度南海粉浜駅周辺地域自転車利用適正化協働パートナー事業受託者選定委員にかかる報奨金の支出について
27,000

住吉区役所 地域課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「第45回すみよし区民まつり」事業運営業務委託にかかる委託事業者選定委員の報償金の支出について
40,500

住吉区役所 地域課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度ＯｓａｋａＭｅｔｒｏあびこ駅周辺地域自転車利用適正化協働パートナー事業受託者選定委員にかかる報奨金の支出について
27,000

住吉区役所 地域課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害に備えた自助・共助・公助の対策事業用アルファ化米（白がゆ）外４点の買入及び同経費の支出について
233,820

住吉区役所 地域課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 防犯カメラ設置に係る配電柱への共架料の支出について（平成30年度分）【契約ＮＯ.２０－Ｇ４０８０】
230,327

住吉区役所 住民情報課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 住民情報課（住民登録・戸籍）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
1,560

住吉区役所 住民情報課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民情報課（住民登録・戸籍）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
84,909

住吉区役所 住民情報課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報課事務用コピー代金の支出について（2月分）
7,691

住吉区役所 住民情報課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市住吉区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）に係る経費（平成30年度）の支出について（平成31年２月分）
475,603

住吉区役所 住民情報課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市住吉区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）に係る経費（平成30年度）の支出について（平成31年２月分）
4,217,495

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 地域健康講座講師料の支出について（平成３１年１月分）
10,260

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（健康推進）事務用トナーカートリッジ外２点買入及び同経費の支出について
15,703

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 がん検診等事業にかかる「平成３１年度各種検診等のご案内」の印刷及び同経費の支出について
76,356

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 各種保健事業用公用車の自動車定期整備（継続審査）に伴う自動車損害賠償責任保険料の支払いについて
25,830

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 公課費　公課費 各種保健事業用公用車の自動車定期整備（継続審査）に伴う重量税の支払いについて
32,800

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 保健福祉課（健康推進）事務用トナーカートリッジ外２点買入及び同経費の支出について
30,618

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 公立保育所用消耗品費（特別保育用）の支出について（平成31年3月分）
30,000

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 公立保育所用消耗品費（通常保育用）の支出について（平成31年3月分）
250,000

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 後見等開始の審判請求用診断書作成費の支出について
5,400

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（２月分－２）
18,613

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（２月分－２）
5,097

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
217,026

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（２月分－２）
13,424

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（２月分－２）
841

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険・高齢者支援事務用３色ボールペン　外５点の購入及び同経費の支出について
58,320

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険・高齢者支援事務用３色ボールペン　外５点の購入及び同経費の支出について
13,806

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
196,538

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
281,337

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
51,696
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住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
73,766

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
28,296

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
911,926

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
35,600

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
46,730

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
6,800

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
24,000

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
140,200

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
21,860

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
19,700

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
89,880

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
376,021

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
13,781

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
304,316

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
72,160

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
18,900

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成金の支出について
198,000

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（２月分ー３）
1,209

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当業務（２月分）小口支払基金の繰入について
2,044

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 保健福祉担当業務（２月分）小口支払基金の繰入について
4,200

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 公立保育所用賄材料費の支出について（平成31年3月分）
3,559,900

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 後見等開始の審判請求用診断書作成費の支出について
3,240

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
5,265

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
75,174

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
15,400

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
2,082,907

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
7,115

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
54,428

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
80,617

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
176,349

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
10,800

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
23,704

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
85,908

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
22,864

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
633,884

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
67,950

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
558,558

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度第3回住吉区地域福祉専門会議出席による講師報償金の支出について
21,820

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度住吉区子ども・若者育成支援事業の実施及び経費の支出について（第11回中間金払い）２月分
287,258

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
166,767

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
18,270

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
83,880

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
27,500

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
17,800

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
50,280

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成31年2月分の児童手当給付金の支給について
20,000

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成31年2月分の児童手当給付金の支給について
10,000
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住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 コホート検討会報償金の支出について（平成31年2月7日実施分）
11,360

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ予防接種事業報償金の支出について（平成３１年２月分）
74,490

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成３１年２月分歯科健康相談事業用報償金の支出について
31,130

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査等報償金の支出について（平成３１年２月分）
651,680

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 後見等開始の審判請求用診断書作成費の支出について
2,160

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（平成31年１月分－②）
780

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（平成31年２月分）
3,830

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（平成31年２月分）
720

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（平成31年２月分）
320

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（平成31年２月分）
470

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成金の支出について
216,000

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 精神保健福祉事業（アルコール関連問題講座）にかかる講師報償金の支出について（平成３１年２月分）
12,900

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度地域座談会出席による講師報償金の支出について（長居地域　２月分）
17,040

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張旅費の支出について(１１－２月分)
560

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉）事務用コピー代金の支出について（２月分）
15,861

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用トナーカートリッジ買入及び同経費の支出について
64,868

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（３月分－１）
19,116

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（３月分－１）
130

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（３月分－１）
1,850

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３０年度住吉区育児応援サポーター派遣事業の実施及び経費の支出について（第３回中間払い）　平成３１年１月分
19,620

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用トナーカートリッジ買入及び同経費の支出について
27,928

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用トナーカートリッジ買入及び同経費の支出について
750

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用トナーカートリッジ買入及び同経費の支出について
13,500

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用トナーカートリッジ買入及び同経費の支出について
403

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成31年２月支払分）
47,500

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成31年２月支払分）
521

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成31年２月支払分）
61,000

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用トナーカートリッジ買入及び同経費の支出について
17,400

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険後納郵便料金の支出について(平成３１年２月分)
5,092

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（３月分－１）
224

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉事業にかかる講師報償金の支出について（平成３１年２月分）
9,040

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張旅費の支出について(１１－２月分)
11,600

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（３月分－１）
9,366

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用トナーカートリッジ買入及び同経費の支出について
20,508

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用トナーカートリッジ買入及び同経費の支出について
8,543

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成31年２月支払分）
150,000

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（３月分－１）
1,512

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月22日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成31年２月支払分）
35,916

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険後納郵便料金の支出について(平成３１年２月分)
141,715

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 介護保険後納郵便料金の支出について(平成３１年２月分)
4,358

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費（３月請求分）の支出について
16,000

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポーター派遣事業にかかる報償金の支出について（平成３１年２月分）
918,497

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張旅費の支出について(１２～２月分)
6,882

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ボイスコール用ロール紙購入及び同経費の支出について
21,600

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
131,000

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
368,456

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
75,351
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住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
31,440

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
180,000

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
155,728

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 高齢者支援・介護保険市内等出張交通費の支払いについて（平成３１年１月分）
320

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張旅費の支出について(１２～２月分)
3,560

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 高齢者支援・介護保険市内等出張交通費の支払いについて（平成３１年１月分）
620

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

旅費　普通旅費 高齢者支援・介護保険市内等出張交通費の支払いについて（平成３１年１月分）
460

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
113,400

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
638,420

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
161,396

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
280,638

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
12,960

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
43,170

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
6,780

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
113,240

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
184,222

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
263,875

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
389,300

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
6,800

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
294,916

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
700,540

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（１階）事務用コピー代金の支出について（２月分）
12,914

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 各種保健事業用公用車の自動車定期整備（継続審査）について
65,244

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
57,439

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
51,352

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
48,000

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
48,600

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
38,618

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 高齢者支援・介護保険市内等出張交通費の支払いについて（平成３１年２月分）
320

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 高齢者支援・介護保険市内等出張交通費の支払いについて（平成３１年２月分）
690

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防地域健康講座講師料の支出について（平成３１年２月分）
20,280

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用デスクマット外１点買入及び同経費の支出について
75,330

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 児童虐待予防研修会における講師への報償金の支出について
10,400

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成３１年度住吉区育児応援サポーター派遣事業業務委託の公募型プロポーザル実施にかかる選定会議における選定委員への報償金の支出について
40,500

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 高齢者支援・介護保険事務用コピー代金の支出について（２月分）
11,146

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（３月分－２）
1,169

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（３月分－２）
4,442

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 障がい者虐待予防事業用封筒印刷にかかる経費の支出について
18,252

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 障がい者虐待予防事業用ポスター及びチラシ印刷にかかる経費の支出について
14,040

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
12,584

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（３月分－２）
1,598

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
10,119

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
57,439

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
71,966

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
665,551

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
7,400

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
290,222
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住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
9,803

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
56,400

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
122,000

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
13,130

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
6,830

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
17,800

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
34,000

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
201,640

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
13,520

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
44,160

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
56,400

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
19,950

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
54,560

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
23,924

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
35,368

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
246

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
574

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
164

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
82

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
140

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
492

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
22,728

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
82

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
1,736

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
2,979

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
2,660

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（３月分－２）
2,189

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
16,450

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
82

住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保健事業費
特定健康診査等事業
費

特定健康診査等事業
費

役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
502

住吉区役所 政策推進課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 空家等対策推進事業用小口支払基金の繰入について（2月分　2回目）
4,734

住吉区役所 政策推進課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料
平成30年度住吉区役所広報紙「広報すみよし」企画・編集及び印刷業務委託（平成30年5月号～平成31年4月号）（概算契約）における同経費の支出について（3
月号） 921,715

住吉区役所 政策推進課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度　安心して暮らせる地域づくりに貢献する「広報すみよし」配布業務委託事業者選定委員会にかかる委員報酬の支払いについて
41,780

住吉区役所 政策推進課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住吉区役所広報紙「広報すみよし」配布業務委託（平成３０年４月号から平成３１年３月号まで）（概算契約）経費の支出について（2月分）
507,644

住吉区役所 政策推進課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 点字版「広報すみよし」製作及び送付業務委託（平成３０年４月から平成３１年３月まで）（概算契約）経費の支出について（３月分）
161,460

住吉区役所 政策推進課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 住吉区役所子育て世代向けLINE＠アカウントの月額使用料の支出について（２月分）
5,400

住吉区役所 政策推進課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度安心して暮らせる地域づくりに貢献する「広報すみよし」配布業務委託における同経費の支出について（山之内地域）（平成31年2月号）
68,742

住吉区役所 教育文化課 平成31年03月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 市立小学校学校図書館活性化事業用 絵本なぞかけどうじょう外147点の購入及び同経費の支出について
270,788

住吉区役所 教育文化課 平成31年03月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 平成30年度　住吉区役所スクールソーシャルワーカー派遣事業（スーパービジョン）スーパーバイザーへの報償金の支出について（平成31年1月分）
24,520

住吉区役所 教育文化課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域教育推進事業用、人権啓発推進事業用、文化観光振興事業用及び学校選択制事業用トナーカートリッジ外７点の支出について
73,569

住吉区役所 教育文化課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発推進事業用　小口支払基金の繰入について（2月分・2回目）
11,048

住吉区役所 教育文化課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 就学事務用小口支払基金の繰入について（２月分）（２回目）
140

住吉区役所 教育文化課 平成31年03月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度 住吉区社会教育関連学習会等助成事業講師謝礼の支出について（大阪市立山之内小学校ＰＴＡ）
6,500

住吉区役所 教育文化課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度住吉区英語体験事業　清水丘小学校における英語体験事業にかかる経費の支出について
12,900

住吉区役所 教育文化課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 第22回すみよし区文化フェスティバル手話通訳業務にかかる経費の支出について
16,500

住吉区役所 教育文化課 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 平成30年度 住吉区役所スクールソーシャルワーカー派遣事業　派遣にかかる報償金の支出について（平成31年1月分）
222,840

住吉区役所 教育文化課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成30年度大阪市スポーツ推進委員報酬の支出について（平成30年10月～平成31年3月分）
196,800
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住吉区役所 教育文化課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 教育文化課事業用　市内出張交通費の支出について（平成３０年１１月～平成３１年１月分）
19,540

住吉区役所 教育文化課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度 第22回すみよし区文化フェスティバル開催会場設営・撤去業務にかかる経費の支出について
474,390

住吉区役所 教育文化課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発推進事業用 小口支払基金の繰入について（３月分）
756

住吉区役所 教育文化課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 人権啓発推進事業用 小口支払基金の繰入について（３月分）
216

住吉区役所 教育文化課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域教育推進事業用生涯学習推進員研修交通費の支出について
35,760

住吉区役所 教育文化課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 文化観光振興事業用小口支払基金の繰入について（３月分）
82

住吉区役所 教育文化課 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 平成30年度　住吉区役所スクールソーシャルワーカー派遣事業（スーパービジョン）スーパーバイザーへの報償金の支出について（平成31年２月分）
32,700

住吉区役所 教育文化課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 教育文化課事務用郵送代の支出について（平成31年２月分）
17,818

住吉区役所 教育文化課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 教育文化課事務用郵送代の支出について（平成31年２月分）
2,630

住吉区役所 教育文化課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 教育文化課事務用郵送代の支出について（平成31年２月分）
246

住吉区役所 教育文化課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度こども食堂における体験学習支援事業 事業者選定会議委員に対する報償金の支出について
27,000

住吉区役所 教育文化課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成30年度 人権啓発推進事業「住吉じんけん絵本フェスタ」における人権啓発（ＬＧＢＴ啓発）にかかる講師謝礼の支出について
39,220

住吉区役所 教育文化課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 住吉区文化観光振興事業　平成31年度　すみよしの魅力PR補助金選定委員会委員に対する報償金の支出について
14,280

住吉区役所 教育文化課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 文化観光振興事業「すみよしさんぽ」（英語）の印刷（増刷）にかかる支出について
349,920

住吉区役所 保険年金課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業収納事務用歳出還付金支払資金の支出について（３月分・一般及びマル退分）
70,000

住吉区役所 保険年金課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出
退職被保険者等還付
金

償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業収納事務用歳出還付金支払資金の支出について（３月分・一般及びマル退分）
10,000

住吉区役所 保険年金課 平成31年03月06日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険用療養費の支出について（２月支給決定　保険者間調整分）
32,130

住吉区役所 保険年金課 平成31年03月15日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険事業用保険料還付加算金の支出について
37,500

住吉区役所 保険年金課 平成31年03月15日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業用保険料還付金の支出について（歳出・一般）
1,632,210

住吉区役所 保険年金課 平成31年03月19日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国民健康保険等事業用市内出張交通費の支出について（１月分）
710

住吉区役所 保険年金課 平成31年03月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業収納事務用後納郵便料金の支出について（２月分・受払）
55,248

住吉区役所 保険年金課 平成31年03月26日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担
金

国民健康保険用出産育児一時金の支出について（２月支給決定分）
1,864,493

住吉区役所 保険年金課 平成31年03月27日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険用療養費の支出について（２月支給決定分）
863,938

住吉区役所 保険年金課 平成31年03月27日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険用葬祭費の支出について（３月支給決定分）
1,150,000

住吉区役所 保険年金課 平成31年03月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険料収納事務用後納郵便料金の支出について（２月分・後納）
5,116

住吉区役所 保険年金課 平成31年03月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険料収納事務用後納郵便料金の支出について（２月分・後納）
624,702

住吉区役所 保険年金課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(国保)事務用後納郵便料金(２月分)の支出について
18,326

住吉区役所 保険年金課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金課一般事務用（事務室用）コピー代金の支出について（２月分）
5,590

住吉区役所 保険年金課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金課一般事務用（窓口用）コピー代金の支出について（２月分）
5,784

住吉区役所 保険年金課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(国保)事務用後納郵便料金(２月分)の支出について
53,800

住吉区役所 保険年金課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(国保)事務用後納郵便料金(２月分)の支出について
163,408

住吉区役所 保険年金課 平成31年03月29日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当（後期）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
339,093

住吉区役所 保険年金課 平成31年03月29日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当（後期）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
1,000

住吉区役所 保険年金課 平成31年03月29日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当（後期）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
45,102

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生活保護事業用コピー代金の支出について（１月分）
9,130

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

需用費　消耗品費 生活保護事業用コピー代金の支出について（１月分）
20,000

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 生活支援課出張旅費の支出について（１２～１月分）
2,400

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活支援課出張旅費の支出について（１２～１月分）
3,590

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
60,027

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
52,670

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
360

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について（医療扶助対象外の妊娠検査料）
1,250

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について（おむつ）
931,332

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について（引越）
307,580

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護事業用住宅扶助費の支出について
18,468

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費の支出について
604,470

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
68,300
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住吉区役所 生活支援課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
1,573,244

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護事業用就労自立給付金の支出について
118,774

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用長期入院患者にかかる診察料の支出について
50,700

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
224,721

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費（メガネ代）の支出について
291,146

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 平成３１年３月分生活保護費の支出について（２回目）
7,260

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費（メガネ代）の支出について
272,085

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
61,072

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
18,140

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について（引越）
884,061

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について（おむつ）
535,382

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
1,535,392

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護事業用進学準備給付金の支出について
200,000

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護事業用就労自立給付金の支出について
112,632

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
68,099

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費（メガネ代）の支出について
18,444

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費（メガネ代）の支出について
22,846

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
143,900

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費の支出について
323,304

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費の支出について
110,092

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 生活支援課用消耗品（自転車）の購入及び同所要経費の支出について
3,000

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員費用弁償の支出について（第４四半期分）
1,693,458

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援課用消耗品（自転車）の購入及び同所要経費の支出について
67,500

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売）の支出について
4,950

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費（メガネ代）の支出について
639,829

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月19日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 児童委員費用弁償の支出について（第４四半期分）
1,639,708

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
86,520

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
60,920

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
87,550

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 生活支援課業務用小口支払基金の繰入について（３月分）
1,800

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

旅費　普通旅費 生活支援課出張旅費の支出について（２月分）
760

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活支援課出張旅費の支出について（２月分）
3,930

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援課業務用小口支払基金の繰入について（３月分）
1,242

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について（引越）
991,580

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について（おむつ）
1,003,746

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
244,857

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護事業用出産扶助費の支出について
10,950

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 平成３１年３月分生活保護費の支出について（３回目）
390,000

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
1,375,180

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護事業用就労自立給付金の支出について
24,640

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成31年4月分生活保護費の支出について（１回目）
28,000,000

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 平成31年4月分生活保護費の支出について（１回目）
14,000,000

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 平成31年4月分生活保護費の支出について（１回目）
350,000

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 平成31年4月分生活保護費の支出について（１回目）
350,000

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費の支出について
39,719

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費（メガネ代）の支出について
18,444

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 平成31年4月分生活保護費の支出について（１回目）
10,000
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住吉区役所 生活支援課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 平成31年4月分生活保護費の支出について（１回目）
1,500,000

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事業用特定封筒後払購入料金の支出について（２月分）
10,800

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
881,025

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費（メガネ代）の支出について
15,090

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
53,040

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（特定入所者介護サービス費）の支出について
1,280

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について（おむつ）
621,563

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について（引越）
455,220

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成３０年８月～平成３１年２月分)
1,354,519

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成３１年１月～２月分)
767,720

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
3,240

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
33,070

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
70,400

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
195,402

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護事業用進学準備給付金の支出について
200,000

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成３１年度「すみよし学びあいサポート事業」にかかる受託事業者選定委員の報償金の支出について
40,500

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生活保護事業用コピー代金の支出について（２月分）
35,624

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について（引越）
911,720

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について（おむつ）
995,932

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護事業用住宅扶助費の支出について
162,000

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護事業用出産扶助費の支出について
21,066

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
1,761,770

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護事業用進学準備給付金の支出について
200,000

住吉区役所 生活支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護事業用就労自立給付金の支出について
27,139

東住吉区役所 総務課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　平成30年度大阪市東住吉区役所受水槽清掃業務委託にかかる経費の支出について
82,080

東住吉区役所 総務課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分・後期）
4,834

東住吉区役所 総務課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分・後期）
1,490

東住吉区役所 総務課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　トナーカートリッジ外１点の購入経費の支出について
194,400

東住吉区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東住吉区役所庁舎警備（人的警備）業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（2月分）
299,970

東住吉区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入（平成28年3月借入開始分）に係る経費の支出について（平成31年2月分）
397,526

東住吉区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入（平成30年3月借入開始分）に係る経費の支出について（平成31年2月分）
174,260

東住吉区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器（平成27年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成31年2月分）
32,113

東住吉区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器（平成29年3月1日借入開始分）一式長期借入に係る経費の支出について（平成31年2月分）
53,878

東住吉区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　LGWAN接続系利用パソコン等機器（平成29年7月1日借入開始分）一式長期借入に係る経費の支出について（平成31年2月分）
13,495

東住吉区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 庁舎維持管理用　テレビ買入
156,600

東住吉区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 一般管理用　丁合機ほか１点買入にかかる経費の支出について
340,200

東住吉区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入（平成30年3月借入開始分）に係る経費の支出について（平成31年2月分）
2,356

東住吉区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　電話料金（携帯電話）の支出について（平成31年2月分）
1,608

東住吉区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東住吉区役所外２箇所庁舎清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（2月分）
449,280

東住吉区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 東住吉区役所AED（自動体外式除細動器）セット一式長期借入にかかる経費の支出について（2月分）
11,116

東住吉区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成30年度2月分　後納郵便料の支出について（総務課）
240

東住吉区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成30年度2月分　後納郵便料の支出について（総務課）
1,774

東住吉区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス通信料金の支出について　平成31年2月分（矢田出張所）
5,130

東住吉区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般管理用大阪市東住吉区役所における窓口案内員業務従事者派遣業務にかかる経費の支出について（2月分）
195,750

東住吉区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 役務費　通信運搬費 平成30年度2月分　後納郵便料の支出について（総務課）
328

東住吉区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 平成30年度2月分　後納郵便料の支出について（総務課）
22,796

東住吉区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 平成31年４月７日執行予定　市会・府会・市長・知事選挙の不在者投票にかかる郵便料の支出について
48,000
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東住吉区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 平成30年度2月分　後納郵便料の支出について（総務課）
9,296

東住吉区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 役務費　通信運搬費 平成31年４月７日執行予定　市会・府会・市長・知事選挙の不在者投票にかかる郵便料の支出について
24,000

東住吉区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 役務費　通信運搬費 平成31年４月７日執行予定　市会・府会・市長・知事選挙の不在者投票にかかる郵便料の支出について
24,000

東住吉区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（3月分・前期）
216

東住吉区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（3月分・前期）
14,666

東住吉区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　平成31年2月分通信料金の支出について（遠隔手話用タブレット）
2,160

東住吉区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　平成31年2月分電話料金の支出について（光回線）
320,243

東住吉区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 旅費　普通旅費 平成３１年工業統計調査にかかる出張旅費の支出について（３月分）
300

東住吉区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般管理用　コピー料金の支出について（2月分）
19,440

東住吉区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　コピー料金の支出について（2月分）
123,806

東住吉区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　電話料金（証明書発行システム）の支出について（平成31年2月分）
7,628

東住吉区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（3月分・中期）
2,687

東住吉区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　電話料金（市内通話料）の支出について（平成31年2月分）
40,520

東住吉区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（3月分・中期）
13,978

東住吉区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（3月分・中期）
2,655

東住吉区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（3月分・中期）
810

東住吉区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（3月分・中期）
6,987

東住吉区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（3月分・中期）
1,326

東住吉区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（3月分・中期）
405

東住吉区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（3月分・中期）
6,987

東住吉区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（3月分・中期）
1,326

東住吉区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（3月分・中期）
405

東住吉区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成３１年３月分国民健康保険葬祭費及び出産育児一時金の支出について
50,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担
金

平成３１年３月分国民健康保険葬祭費及び出産育児一時金の支出について
420,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の還付金の支出について　３月分支払資金（歳出一般）
100,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出
退職被保険者等還付
金

償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の還付金の支出について　３月分支払資金（歳出一マル退）
2,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市東住吉区役所住民情報業務等委託の実施及び同経費の支出について（平成３１年１月分）
412,399

東住吉区役所 窓口サービス課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東住吉区役所住民情報業務等委託の実施及び同経費の支出について（平成３１年１月分）
3,856,755

東住吉区役所 窓口サービス課 平成31年03月05日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について
1,050,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成31年03月05日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担
金

国民健康保険出産育児一時金の支出について
1,419,373

東住吉区役所 窓口サービス課 平成31年03月06日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 被保険者資格喪失後受診により発生する返還金に係る保険者間調整における支払について
45,794

東住吉区役所 窓口サービス課 平成31年03月07日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金の口座振込の支出について（平成３１年３月支払分）
43,357

東住吉区役所 窓口サービス課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分・後期）
10,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成31年03月15日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金の口座振込の支出について（平成３１年３月支払分）
73,648

東住吉区役所 窓口サービス課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成30年度窓口サービス課（保険年金）自転車購入経費の支出について
52,245

東住吉区役所 窓口サービス課 平成31年03月20日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成30年度窓口サービス課（保険年金）事務用トナーカートリッジ購入及び同経費の支出について
101,088

東住吉区役所 窓口サービス課 平成31年03月20日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 平成30年度窓口サービス課（保険年金）事務用トナーカートリッジ購入及び同経費の支出について
47,304

東住吉区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 高額療養費の支給について
5,191

東住吉区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金の口座振込の支出について（平成３１年３月支払分）
22,535

東住吉区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成31年2月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
92

東住吉区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成31年2月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
4,394

東住吉区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）平成31年2月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
3,135

東住吉区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成31年2月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
38,637

東住吉区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成31年2月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
117,288

東住吉区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）平成31年2月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
3,550

東住吉区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成31年2月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
162,107

東住吉区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（管理）平成31年2月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
967
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東住吉区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成31年2月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
552,773

東住吉区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（管理）平成31年2月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
51,253

東住吉区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）平成31年2月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
16,684

東住吉区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）平成31年2月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
27,126

東住吉区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成31年2月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
21,214

東住吉区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）平成31年2月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
3,395

東住吉区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成31年2月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
35,148

東住吉区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）平成31年2月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
5,355

東住吉区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成31年2月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
94,111

東住吉区役所 窓口サービス課 平成31年03月26日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険一般療養費の支出について
652,912

東住吉区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分料金後納郵便料の支出について（住民情報担当事務費）
1,308

東住吉区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分料金後納郵便料の支出について（住民情報担当事務費）
69,358

東住吉区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担
金

国民健康保険出産育児一時金の支出について
557,320

東住吉区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金の口座振込の支出について（平成３１年３月支払分）
19,176

東住吉区役所 窓口サービス課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 コピー料金の支払について（2月分）
3,647

東住吉区役所 窓口サービス課 平成31年03月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 コピー料金の支払について（2月分）
8,842

東住吉区役所 政策推進課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東住吉区広報紙「広報東住吉なでしこ」企画編集等業務委託にかかる経費の支出について（1月分2月号）
125,999

東住吉区役所 政策推進課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 広報紙企画・編集等業務委託にかかる公募型プロポーザル審査委員会の委員報酬の支出について
27,980

東住吉区役所 政策推進課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分・後期）
92

東住吉区役所 政策推進課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 工事請負費　改修工事費 区広聴広報事業用広報板の移設等工事にかかる経費の支出について
669,600

東住吉区役所 政策推進課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度東住吉区小学生英語交流事業業務委託契約に係る公募型プロポーザル審査委員会の委員報償費の支払いについて
41,960

東住吉区役所 政策推進課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度東住吉区中学生海外派遣事業業務委託契約に係る公募型プロポーザル審査委員会の委員報償費の支払いについて
40,920

東住吉区役所 政策推進課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 空家利活用の促進に関する業務委託にかかる公募型プロポーザル審査委員会の委員報酬の支出について
43,400

東住吉区役所 政策推進課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 東住吉区の広報紙（平成３０年５月号～平成３１年４月号）概算印刷にかかる経費の支出について（2月分3月号）
529,200

東住吉区役所 政策推進課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東住吉区広報紙「広報東住吉なでしこ」企画編集等業務委託にかかる経費の支出について（2月分3月号）
125,999

東住吉区役所 政策推進課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成30年１１月分　出張旅費の支出について（政策推進課）
2,672

東住吉区役所 政策推進課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成３０年１０月分　出張旅費の支出について（政策推進課）
414

東住吉区役所 政策推進課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成30年１１月分　出張旅費の支出について（政策推進課）
1,242

東住吉区役所 政策推進課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成３０年１０月分　出張旅費の支出について（政策推進課）
1,708

東住吉区役所 政策推進課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 点字版「広報東住吉なでしこ（区政情報）」製作業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（2月分3月号)
87,972

東住吉区役所 政策推進課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成30年度2月分後納郵便料の支出について
420

東住吉区役所 政策推進課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成30年度2月分後納郵便料の支出について
1,140

東住吉区役所 政策推進課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成30年度2月分後納郵便料の支出について
1,140

東住吉区役所 政策推進課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成30年度2月分後納郵便料の支出について
2,502

東住吉区役所 政策推進課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成30年度2月分後納郵便料の支出について
8,494

東住吉区役所 政策推進課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成30年度2月分後納郵便料の支出について
242

東住吉区役所 政策推進課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成30年度2月分後納郵便料の支出について
58,483

東住吉区役所 政策推進課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成３０年１２月分　出張旅費の支出について（政策推進課）
3,747

東住吉区役所 政策推進課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成３０年１２月分　出張旅費の支出について（政策推進課）
414

東住吉区役所 政策推進課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分・前期）
522

東住吉区役所 政策推進課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 東住吉区広報紙「広報東住吉なでしこ」新聞折込広告業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（3月号）
388,321

東住吉区役所 政策推進課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 広報事業用LINE＠サービス利用料にかかる経費の支出について（２月分）
5,400

東住吉区役所 政策推進課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴広報事業におけるWifi使用料の支払いについて（平成31年2月分）
4,101

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成３１年２月分・中期　小口支払基金の繰入れについて
19,432

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 平成３１年２月分・中期　小口支払基金の繰入れについて
5,779

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費の支給決定及び同経費の支出について（費用支給）
79,962

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
256,791
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東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
266,266

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる経費の支出について
270,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金（特別保育用）の支出について（平成31年3月分）
20,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金（通常保育用）の支出について（平成31年3月分）
100,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 居宅介護支援事業者等支援費（住宅改修）の支出について
2,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 居宅介護支援事業者等支援費（住宅改修）の支出について
8,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
58,320

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入の支出について（１回目）
17,500

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入の支出について（１回目）
1,080

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　筆耕翻訳料 平成30年度　東住吉区地域福祉映画会にかかる手話通訳料の支出について
5,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 地域福祉映画会における映画上映業務委託の実施経費の支出について
178,200

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 平成３１年２月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入の支出について（１回目）
645

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
9,432

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
32,604

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入の支出について（１回目）
1,870

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 平成３１年２月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入の支出について（１回目）
4,984

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
66,241

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
58,114

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
796,379

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
5,942

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
47,212

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
57,439

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
32,316

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
215,720

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
16,977

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
4,104

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 居宅介護支援事業者等支援費（住宅改修）の支出について
2,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 居宅介護支援事業者等支援費（住宅改修）の支出について
2,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 居宅介護支援事業者等支援費（住宅改修）の支出について
2,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 健康づくり事業用　こども用絵本たてほか１点 買入にかかる経費の支出について
75,276

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
145,576

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
57,439

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
13,750

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
66,080

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
47,240

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
130,080

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
131,702

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
17,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
202,722

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
248,159

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
34,260

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度　「東住吉区地域福祉サポート事業」事業者選定にかかる審査会議の報酬支払いについて
50,840

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談にかかる報償金の支出について（平成３１年２月分）
31,130

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 居宅介護支援事業者等支援費（住宅改修）の支出について
2,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分・後期　小口支払基金の繰入れについて
3,100

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 居宅介護支援事業者等支援費（住宅改修）の支出について
2,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
7,650
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東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
56,400

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
4,400

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
34,560

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
11,255

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３０年度　保健事業用車両定期点検整備等にかかる経費の支出について
23,835

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 平成３１年２月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入の支出について（２回目）
645

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
24,400

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入の支出について（２回目）
1,070

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 平成３１年２月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入の支出について（２回目）
14,256

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

需用費　食糧費 平成３１年２月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入の支出について（２回目）
938

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 地域親子サロンを利用した地域妊婦教室にかかる講師謝礼の支出について（平成３１年２月分）
43,840

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東住吉健康づくり事業（はつらつ脳活性化元気アップ事業）にかかる講師謝礼の支出について（平成３１年２月分）
29,540

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子育て力アップ　キャッチ＆フォロー事業にかかる講師謝礼の支出について（平成３１年２月分）
9,040

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成３０年１０・１１月分　保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張（近接旅費含む）の支出について
4,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成３０年１０・１１月分　保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張（近接旅費含む）の支出について
12,408

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成３０年１０・１１月分　保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張（近接旅費含む）の支出について
2,792

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 保健福祉課（福祉）ポータブルワイヤレスアンプ一式買入にかかる経費の支出について
85,039

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成３０年１０・１１月分　保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張（近接旅費含む）の支出について
134

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成３０年１０・１１月分　保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張（近接旅費含む）の支出について
504

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
192,035

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
25,717

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
13,750

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
27,751

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
17,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
92,988

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
58,320

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成３０年１０・１１月分　保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張（近接旅費含む）の支出について
800

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉講師料平成３１年２月分の支出について
10,320

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 平成３０年１０・１１月分　保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張（近接旅費含む）の支出について
480

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 平成３０年１０・１１月分　保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張（近接旅費含む）の支出について
1,899

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 平成３０年１０・１１月分　保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張（近接旅費含む）の支出について
3,482

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

旅費　普通旅費 平成３０年１０・１１月分　保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張（近接旅費含む）の支出について
330

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
17,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
227,987

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東住吉区子育て力アップ「キャッチ＆フォロー」事業委託事業者選定会議にかかる委員報酬の支出について
49,960

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成３１年３月分・前期　小口支払基金の繰入れについて
19,837

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 平成３１年３月分・前期　小口支払基金の繰入れについて
5,608

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 健康づくり事業用　東住吉区「すこやかウォーキングマップ」印刷にかかる経費の支出について
86,346

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東住吉区子育て力アップキャッチ＆フォロー事業委託料の支払いについて（11回目）
326,441

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
143,649

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
17,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
35,600

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
24,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
23,410

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
24,177

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
314,720

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
66,128
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東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
133,374

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 地域健康情報発信事業　リーフレットのデザイン編集及び印刷にかかる経費の支出について
43,524

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健担当市内出張交通費の支払いについて（平成３０年１０月、１１月分）
14,448

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
1,898

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
1,493

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
2,300

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
4,930

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
66,616

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
11,480

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
37,068

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
73,766

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
264,544

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
23,684

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
7,400

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
81,962

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
14,350

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
83,256

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
7,128

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
22,370

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
87,020

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
146,512

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
186,928

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
19,073

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
22,846

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
410

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
1,260

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健担当市内出張交通費の支払いについて（平成３０年１０月、１１月分）
2,400

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
9,196

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
181,107

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
682

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分（1/3件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料（料金受取人）の支出について
6,620

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
2,224

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
7,062

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等にかかる報償金の支出について（平成３１年２月分）
460,410

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所運営費用賄材料費の支出について（平成31年3月分）
1,744,700

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月25日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付事務費

役務費　通信運搬費 平成３１年２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
20,950

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分保健福祉課（介護保険）後納郵便料の支出について
118,986

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分（3/3件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料（料金受取人）の支出について
1,164

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分（2/3件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料（料金受取人）の支出について
19,868

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 平成３１年２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
2,690

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 平成３１年２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
550

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子育て力アップ　キャッチ＆フォロー事業にかかる講師謝礼の支出について（平成３１年３月分）
9,040

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東住吉健康づくり事業（はつらつ脳活性化元気アップ事業）にかかる講師謝礼の支出について（平成３１年３月分　追加）
4,300

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成３０年１２月分　保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張（近接旅費含む）の支出について
7,494

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健担当後納郵便料の支出について（平成３１年２月分）
328

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健担当後納郵便料の支出について（平成３１年２月分）
3,129

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成３０年１２月分　保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張（近接旅費含む）の支出について
5,234
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東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
34,560

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
42,491

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
198,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
91,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
85,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
21,090

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成３０年１２月分　保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張（近接旅費含む）の支出について
1,480

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健担当後納郵便料の支出について（平成３１年２月分）
622

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健担当後納郵便料の支出について（平成３１年２月分）
256

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健担当後納郵便料の支出について（平成３１年２月分）
82

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健担当後納郵便料の支出について（平成３１年２月分）
304

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健担当後納郵便料の支出について（平成３１年２月分）
820

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健担当後納郵便料の支出について（平成３１年２月分）
1,604

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健担当後納郵便料の支出について（平成３１年２月分）
8,872

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健担当後納郵便料の支出について（平成３１年２月分）
164

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健担当後納郵便料の支出について（平成３１年２月分）
252

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健担当後納郵便料の支出について（平成３１年２月分）
3,654

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 平成３０年１２月分　保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張（近接旅費含む）の支出について
3,630

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 平成３０年１２月分　保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張（近接旅費含む）の支出について
720

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健担当後納郵便料の支出について（平成３１年２月分）
23,736

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 平成３０年１２月分　保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張（近接旅費含む）の支出について
579

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 平成３０年１２月分　保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張（近接旅費含む）の支出について
330

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

旅費　普通旅費 平成３０年１２月分　保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張（近接旅費含む）の支出について
482

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

旅費　普通旅費 平成３０年１２月分　保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張（近接旅費含む）の支出について
330

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 居宅介護支援事業者等支援費（住宅改修）の支出について
2,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 なにわっ子すくすくスタート事業にかかるインクの購入経費の支出について
12,096

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成30年度2月分　ソーシャルワーカー用携帯電話の使用にかかる経費の支出について（平成30年度　住居環境健全化支援事業）
1,075

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
7,755

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
15,803

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
105,625

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
13,938

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
72,154

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
13,938

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談にかかる報償金の支出について（平成３１年３月分）
31,130

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 平成３１年３月分・中期　小口支払基金の繰入れについて
5,679

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 平成３１年２月分保健福祉課（福祉・介護保険）コピー料金の支出について
3,746

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 平成３１年３月分・中期　小口支払基金の繰入れについて
1,481

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 平成３１年３月分・中期　小口支払基金の繰入れについて
7,192

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 平成３１年２月分保健福祉課（福祉・介護保険）コピー料金の支出について
10,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 平成３１年２月分保健福祉課（福祉・介護保険）コピー料金の支出について
18,173

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
15,035

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
331,629

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
173,995

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
35,841

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
5,940

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
36,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
54,000
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東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
6,340

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
54,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
81,962

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
11,480

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
4,400

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
63,477

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
240,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
29,612

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
25,078

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
35,841

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
38,880

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
49,990

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
26,200

東住吉区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ予防接種事業にかかる報償金の支出について（平成３１年３月分）
99,320

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業にかかる講師謝礼の支出について（1月分）
22,100

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 東住吉区教育活動サポート事業「民間講師を活用した企画事業」（白鷺中学校第10回）の実施に係る講師謝礼の支出について
12,400

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 発達障がいサポート事業にかかる参考図書購入について
41,212

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東住吉区民ホール設置の移動式車椅子用段差解消機点検保守業務にかかる経費の支出について
155,520

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分・後期）
5,650

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分・後期）
5,065

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分・後期）
1,728

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分・後期）
6,157

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 はぐくみネット事業にかかる講師謝礼の支出について（矢田東小学校）（青少年健全育成事業）
15,000

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支払いについて（区民企画課11月分）
12,068

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支払いについて（区民企画課10月分）
13,129

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 クラインガルテン広場事業にかかる農耕品（第４四半期）の経費の支出について
184,680

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「生涯学習推進員・はぐくみネットコーディネーター研修」にかかる講師謝礼の支出について（生涯学習推進事業）
12,400

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成30年度　東住吉区スポーツ推進委員の活動にかかる報酬費の支出について（3月支出分）
225,600

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 クラインガルテン広場事業の畑用真砂土購入にかかる経費の支出について
28,080

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 区生涯学習子ども講座「新年度へチャレンジ！走り方教室」にかかる市民活動行事保険の加入経費の支出について（生涯学習推進事業）
1,560

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成３１年度地域活動活性化促進事業委託事業者選定会議の選定委員報酬の支出について（東住吉区新たなコミュニティ支援事業）
50,140

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３０年度東住吉区人権啓発推進事業（人権講演会及び人権啓発イベント）にかかる経費の支出について
1,049,116

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 Ａ３カラーレーザープリンター一式購入経費の支出について
158,220

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 はぐくみネット事業にかかる講師謝礼の支出について（南田辺小学校）（青少年健全育成事業）
10,000

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
792

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
1,118

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
1,560

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
664

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
984

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
1,968

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
5,240

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
82

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
39,616

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度　東住吉区生涯学習推進事業にかかる発送物配達業務委託（概算契約）経費の支出について（2月分）（生涯学習推進事業）
2,524

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
328

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月25日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 平成３１年２月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
1,350

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支払いについて（区民企画課12月）
6,038



平成30年度（平成31年３月）　公金支出情報

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

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジほか４点購入にかかる経費の支出について
103,464

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（3月分・前期）
5,492

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（3月分・前期）
16,469

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（3月分・前期）
5,814

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成30年度2月分　地域安全対策用携帯電話の使用にかかる経費の支出について（防犯・交通安全対策事業）
7,493

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（３月分・前期）
2,000

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　負担金 無線機使用による電波利用料の支出について
37,200

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 はぐくみネット事業にかかる講師謝礼の支出について（矢田東小学校）（青少年健全育成事業）
5,000

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災力向上事業にかかる避難所管理物品（キーホルダー（鍵札）ほか１点）買入費用の支出について
71,928

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成３０年度　学校体育施設開放事業にかかる消耗品購入費の支出について(１２月申請分)(グラウンド用品)
68,445

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成３０年度　学校体育施設開放事業にかかる消耗品購入費の支出について(１２月申請分)(盛土等整備用品)
69,903

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成３０年度　学校体育施設開放事業にかかる消耗品購入費の支出について(１２月申請分)(清掃用品)
123,849

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成３０年度　学校体育施設開放事業にかかる消耗品購入費の支出について(１２月申請分)(運動用品)
239,517

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 東住吉区教育活動サポート事業におけるサポーターの保険加入にかかる経費の支出について（3月申請分）
145

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　損害保険料 東住吉区教育活動サポート事業におけるサポーターの保険加入にかかる経費の支出について（3月申請分）
55,500

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 東住吉区教育活動サポート事業「民間講師を活用した企画事業」（矢田西中学校第5回）の実施に係る講師謝礼の支出について
8,600

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 東住吉区教育活動サポート事業におけるサポーターの保険加入にかかる経費の支出について（3月申請分）
145

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　損害保険料 東住吉区教育活動サポート事業におけるサポーターの保険加入にかかる経費の支出について（3月申請分）
18,500

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業にかかる講師謝礼の支出について（2月分）
12,100

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災力向上事業にかかる地域防災リーダー装備品の購入費支出について
216,928

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成３０年度　学校体育施設開放事業にかかる消耗品購入費の支出について(１２月申請分)(日用品)
214,632

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支払いについて（区民企画課１月分）
5,326

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 スチール衝立ほか１点の購入について
30,777

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分・中期）
3,024

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災力向上事業にかかるカッティングマシン一式の買入について
30,180

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 地域防災リーダーにかかるボランティア保険料の支出について（防災力向上事業）
309,600

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 防災力向上事業にかかるカッティングマシン一式の買入について
75,140

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 スチール衝立ほか１点の購入について
29,671

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 東住吉区教育活動サポート事業「教育活動サポーター」の活動に係る報償金の支出について（2月分）
250,420

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 東住吉区教育活動サポート事業「教育活動サポーター」の活動に係る報償金の支出について（2月分）
71,000

東住吉区役所 区民企画課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 東住吉区教育活動サポート事業「民間講師を活用した企画事業」（白鷺中学校第11回）の実施に係る講師謝礼の支出について
15,300

東住吉区役所 保護課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
2,430

東住吉区役所 保護課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
9,362

東住吉区役所 保護課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
3,240

東住吉区役所 保護課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害年金申請に要する診断書料の支出について
3,240

東住吉区役所 保護課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
119,292

東住吉区役所 保護課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
15,400

東住吉区役所 保護課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
8,770

東住吉区役所 保護課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
11,180

東住吉区役所 保護課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
3,000

東住吉区役所 保護課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
278,328

東住吉区役所 保護課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
8,000

東住吉区役所 保護課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
2,052

東住吉区役所 保護課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
1,245,443

東住吉区役所 保護課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
378,000

東住吉区役所 保護課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
3,240

東住吉区役所 保護課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
70,826
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東住吉区役所 保護課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
1,623,296

東住吉区役所 保護課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における就労自立給付金の支出について
21,830

東住吉区役所 保護課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における進学準備給付金の支出について
300,000

東住吉区役所 保護課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
17,968

東住吉区役所 保護課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
36,804

東住吉区役所 保護課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
316,730

東住吉区役所 保護課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
441,720

東住吉区役所 保護課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成３１年１月分）の支出について
213,105

東住吉区役所 保護課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
21,926

東住吉区役所 保護課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
8,640

東住吉区役所 保護課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害児施設医療・療養介護医療にかかる食事療養費の支出について
14,880

東住吉区役所 保護課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
178,265

東住吉区役所 保護課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
5,400

東住吉区役所 保護課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
1,451,166

東住吉区役所 保護課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
1,500

東住吉区役所 保護課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分・後期）
12,765

東住吉区役所 保護課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
179,771

東住吉区役所 保護課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
2,333

東住吉区役所 保護課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における特養等個室利用料の支出について（平成３０年１２月～平成３１年２月）
13,660

東住吉区役所 保護課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
10,000

東住吉区役所 保護課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
4,320

東住吉区役所 保護課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
15,400

東住吉区役所 保護課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
14,095

東住吉区役所 保護課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
2,796

東住吉区役所 保護課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
663,510

東住吉区役所 保護課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における就労自立給付金の支出について
20,000

東住吉区役所 保護課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
28,620

東住吉区役所 保護課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
19,702

東住吉区役所 保護課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
79,671

東住吉区役所 保護課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
19,500

東住吉区役所 保護課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害年金申請に要する診断書料の支出について
16,770

東住吉区役所 保護課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
5,000

東住吉区役所 保護課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における難病申請に要する診断書料の支出について
3,000

東住吉区役所 保護課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
992,944

東住吉区役所 保護課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における家財処分料の支出について
237,600

東住吉区役所 保護課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
306,720

東住吉区役所 保護課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成３１年１月分）の支出について
143,757

東住吉区役所 保護課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
1,595,890

東住吉区役所 保護課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における就労自立給付金の支出について
31,116

東住吉区役所 保護課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 保護課　生活保護業務用シュレッダーの購入経費の支出について
194,400

東住吉区役所 保護課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 保護課　生活保護業務用紙幣計数機の購入経費の支出について
46,440

東住吉区役所 保護課 平成31年03月15日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 旅費　普通旅費 保護課　職員採用試験（平成30年10月７日実施分）試験官業務にかかる出張交通費の支出について
720

東住吉区役所 保護課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保護課　出張旅費（１０月分）の支出について
460

東住吉区役所 保護課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

旅費　普通旅費 保護課　出張旅費（１０月分）の支出について
660

東住吉区役所 保護課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

旅費　普通旅費 保護課　出張旅費（１１月分）の支出について
579

東住吉区役所 保護課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 保護課　出張旅費（１１月分）の支出について
2,150

東住吉区役所 保護課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 保護課　出張旅費（１０月分）の支出について
560
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東住吉区役所 保護課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 保護課　出張旅費（１０月分）の支出について
560

東住吉区役所 保護課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 保護課　出張旅費（１０月分）の支出について
8,075

東住吉区役所 保護課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 保護課　出張旅費（１１月分）の支出について
4,934

東住吉区役所 保護課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
12,939

東住吉区役所 保護課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における難病申請に要する診断書料の支出について
3,000

東住吉区役所 保護課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
8,640

東住吉区役所 保護課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
6,480

東住吉区役所 保護課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
46,440

東住吉区役所 保護課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における検診料の支出について
6,820

東住吉区役所 保護課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
43,380

東住吉区役所 保護課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害年金申請に要する診断書料の支出について
10,800

東住吉区役所 保護課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
32,090

東住吉区役所 保護課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
31,000

東住吉区役所 保護課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
5,400

東住吉区役所 保護課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
116,722

東住吉区役所 保護課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
5,500

東住吉区役所 保護課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
27,000

東住吉区役所 保護課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
41,000

東住吉区役所 保護課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
6,786

東住吉区役所 保護課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
65,140

東住吉区役所 保護課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
254,243

東住吉区役所 保護課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における国民健康保険給付費返還金の支出について
1,264

東住吉区役所 保護課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
18,190

東住吉区役所 保護課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
3,240

東住吉区役所 保護課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
39,260

東住吉区役所 保護課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法における住宅維持費の支出について
135,000

東住吉区役所 保護課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成３１年２月分）の支出について
211,305

東住吉区役所 保護課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
43,800

東住吉区役所 保護課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成３０年度東住吉区民生委員児童委員費用弁償費（第４四半期）の支出について
1,688,666

東住吉区役所 保護課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
500,259

東住吉区役所 保護課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
1,084,351

東住吉区役所 保護課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における妊婦健診料の支出について
1,250

東住吉区役所 保護課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における特養等個室利用料の支出について（平成３１年２月分）
45,920

東住吉区役所 保護課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
49,250

東住吉区役所 保護課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
4,320

東住吉区役所 保護課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
5,160

東住吉区役所 保護課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
21,379

東住吉区役所 保護課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
9,960

東住吉区役所 保護課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
3,880

東住吉区役所 保護課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
158,462

東住吉区役所 保護課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
13,000

東住吉区役所 保護課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
7,960

東住吉区役所 保護課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
6,000

東住吉区役所 保護課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法における出産扶助費の支出について
18,570

東住吉区役所 保護課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
1,579,268

東住吉区役所 保護課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における就労自立給付金の支出について
22,747

東住吉区役所 保護課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成３０年度東住吉区民生委員児童委員費用弁償費（第４四半期）の支出について
1,627,416
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東住吉区役所 保護課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保護課　両開き書庫Ａ外３点の購入経費の支出について
588,600

東住吉区役所 保護課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 保護課　平成３１年２月分料金受取人払郵便料の支出について
127,958

東住吉区役所 保護課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 保護課　平成３１年２月分後納郵便料の支出について
540,380

東住吉区役所 保護課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 保護課　平成３１年２月分後納郵便料の支出について
100,000

東住吉区役所 保護課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成３１年４月分　生活保護費（定例・随時払）の支出について
39,000,000

東住吉区役所 保護課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 平成３１年４月分　生活保護費（定例・随時払）の支出について
21,000,000

東住吉区役所 保護課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 平成３１年４月分　生活保護費（定例・随時払）の支出について
400,000

東住吉区役所 保護課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 平成３１年４月分　生活保護費（定例・随時払）の支出について
50,000

東住吉区役所 保護課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 平成３１年４月分　生活保護費（定例・随時払）の支出について
600,000

東住吉区役所 保護課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
41,290

東住吉区役所 保護課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 平成３１年４月分　生活保護費（定例・随時払）の支出について
70,000

東住吉区役所 保護課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 平成３１年４月分　生活保護費（定例・随時払）の支出について
3,000,000

東住吉区役所 保護課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 平成３１年４月分　生活保護費（定例・随時払）の支出について
50,000

東住吉区役所 保護課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分・前期）
3,801

東住吉区役所 保護課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（３月分・前期）
1,720

東住吉区役所 保護課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
5,724

東住吉区役所 保護課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
15,091

東住吉区役所 保護課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における検診料の支出について
7,620

東住吉区役所 保護課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
4,104

東住吉区役所 保護課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
15,552

東住吉区役所 保護課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
12,960

東住吉区役所 保護課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
241,136

東住吉区役所 保護課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保護課　社会福祉士実習指導者講習会にかかる出張交通費の支出について
840

東住吉区役所 保護課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 保護課　出張旅費（１２月分）の支出について
600

東住吉区役所 保護課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 保護課　出張旅費（１２月分）の支出について
700

東住吉区役所 保護課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
1,501

東住吉区役所 保護課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成３１年２月分）の支出について
4,313

東住吉区役所 保護課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成３１年２月分）の支出について
1,133,363

東住吉区役所 保護課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
19,000

東住吉区役所 保護課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
6,000

東住吉区役所 保護課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
9,400

東住吉区役所 保護課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
43,600

東住吉区役所 保護課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
18,160

東住吉区役所 保護課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
2,830

東住吉区役所 保護課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
3,770

東住吉区役所 保護課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における検診料の支出について
10,050

東住吉区役所 保護課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
4,320

東住吉区役所 保護課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保護課　コピー料金の支出について（２月分）
26,124

東住吉区役所 保護課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保護課　コピー料金の支出について（２月分）
5,000

東住吉区役所 保護課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保護課　コピー料金の支出について（２月分）
5,000

東住吉区役所 保護課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 保護課　出張旅費（１月分）の支出について
280

東住吉区役所 保護課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 保護課　出張旅費（１月分）の支出について
270

東住吉区役所 保護課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 保護課　出張旅費（１月分）の支出について
4,311

東住吉区役所 保護課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 保護課　出張旅費（１月分）の支出について
2,350

東住吉区役所 保護課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分・中期）
1,728

東住吉区役所 保護課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
435,200

東住吉区役所 保護課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
1,052,115
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東住吉区役所 保護課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
15,000

東住吉区役所 保護課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
5,022

東住吉区役所 保護課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
9,731

東住吉区役所 保護課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における検診料の支出について
8,900

東住吉区役所 保護課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における特別障害者手当等の申請に要する診断書料の支出について
5,970

東住吉区役所 保護課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
5,000

東住吉区役所 保護課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
4,320

東住吉区役所 保護課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
27,570

東住吉区役所 保護課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
8,000

東住吉区役所 保護課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
7,160

東住吉区役所 保護課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
8,640

東住吉区役所 保護課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
4,000

東住吉区役所 保護課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
10,800

東住吉区役所 保護課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害年金申請に要する診断書料の支出について
5,970

東住吉区役所 保護課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
134,417

東住吉区役所 保護課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
5,970

東住吉区役所 保護課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
5,000

東住吉区役所 保護課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
8,640

東住吉区役所 保護課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
40,890

東住吉区役所 保護課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
23,894

東住吉区役所 保護課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
42,132

東住吉区役所 保護課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
18,610

東住吉区役所 保護課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
99,166

東住吉区役所 保護課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
4,320

東住吉区役所 保護課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
3,200

東住吉区役所 保護課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
76,742

東住吉区役所 保護課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
5,000

平野区役所 総務課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平野区北部サービスセンターにかかる電気料金（平成31年1月分）の支出について
104,368

平野区役所 総務課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平野区役所にかかる電気料金（平成31年1月分）の支出について
1,607,555

平野区役所 総務課 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区役所庁舎ほか１箇所にかかる清掃業務委託にかかる経費の支出について（１月分）
633,960

平野区役所 総務課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所乾式複写機使用にかかる経費の支出について（平成３１年１月分）
142,868

平野区役所 総務課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所乾式複写機使用にかかる経費の支出について（平成３１年１月分）
43,096

平野区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平野区役所事務用及び統一地方選挙業務にかかる市内出張交通費の支出について（平成３０年１２月分・平成３１年１月分）
61,455

平野区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 タクシー代立替払にかかる経費の支出について（平成31年2月19日分）
7,180

平野区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料
平成30年度　平野区役所（平野区北部サービスセンター含む）から排出する一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成31年1
月分） 10,687

平野区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区役所受水槽等清掃等業務委託にかかる所要経費の支出について
81,000

平野区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 旅費　普通旅費 平野区役所事務用及び統一地方選挙業務にかかる市内出張交通費の支出について（平成３０年１２月分・平成３１年１月分）
1,390

平野区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 平野区役所３階女子トイレ便器詰り修繕作業にかかる経費の支出について
21,600

平野区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平野区役所事務用庁内情報利用パソコン等機器一式の賃貸借（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成30年2月分）
542,554

平野区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用パソコン等機器（平野区役所）長期借入契約の実施および同経費の支出について（平成31年2月分）
33,156

平野区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（平野区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
313,295

平野区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系利用パソコン等機器（平野区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
10,865

平野区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 ひとり親家庭サポーター事業にかかるパソコン使用料の支出について（平成30年2月分）
2,028

平野区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所事務用蛍光灯ほか２点の購入及び同経費の支出について
60,588

平野区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平野区役所下水道使用料（平成31年2月分）の支出について
137,851

平野区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 総務課小口支払基金繰入金の支出について(平成31年2月分)
730

平野区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平野区役所タブレット使用にかかる回線使用料の支出について（平成31年2月分）
4,058
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平野区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平野区役所及び北部サービスセンター衛生害虫駆除業務の実施及び同経費の支出について
60,480

平野区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 需用費　印刷製本費 総務課小口支払基金繰入金の支出について(平成31年2月分)
270

平野区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 需用費　消耗品費 平野区役所事務用トナーカートリッジの購入及び同経費の支出について
36,450

平野区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 需用費　消耗品費 統一地方選挙事務用ゴム印の購入および同経費の支出について
3,084

平野区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所乾式複写機使用にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
168,367

平野区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平野区役所にかかる電気料金（平成31年2月分）の支出について
1,522,445

平野区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平野区北部サービスセンターにかかる電気料金（平成31年2月分）の支出について
98,985

平野区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 需用費　消耗品費 平野区役所乾式複写機使用にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
12,450

平野区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 北部サービスセンター及び南部サービスセンターのインターネット使用にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
10,260

平野区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区役所１階及び３階（保健福祉課）窓口案内業務委託の実施および同経費の支出について（平成31年2月分）
682,409

平野区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平野区事務用高速インクジェットプリンター長期借入及び同経費の支出について（平成31年2月分）
111,870

平野区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平野区役所宿日直用寝具賃貸借業務にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
9,504

平野区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所庁舎管理用トイレ錠の購入における経費の支出について
103,005

平野区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所輪転機用インクカートリッジの購入及び同経費の支出について
229,392

平野区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
3,875

平野区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平野区役所専用回線使用にかかる経費の支出について（平成31年3月請求分）利用対象月2月
34,630

平野区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費
平野区役所及び北部サービスセンター・南部サービスセンターの市民局証明書発行システムにかかる経費の支出について（平成３１年３月請求分）利用対象月２
月 11,291

平野区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区役所庁舎ほか１箇所にかかる清掃業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
633,960

平野区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料
平成30年度　平野区役所（平野区北部サービスセンター含む）から排出する一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成31年2
月分） 8,893

平野区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
492

平野区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 需用費　消耗品費 統一地方選挙にかかるコピー代金の支出について
160

平野区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務局事務用後納郵便代の支出について（平成31年２月分）
7,452

平野区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市平野区役所窓口サービス課住民情報等委託（長期継続契約）の経費の支出について（平成31年1月分）
492,366

平野区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区役所窓口サービス課住民情報等委託（長期継続契約）の経費の支出について（平成31年1月分）
4,866,104

平野区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）平成31年３月分支払資金の支出について
300,000

平野区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出
退職被保険者等還付
金

償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・退職）平成31年３月分支払資金の支出について
10,000

平野区役所 窓口サービス課 平成31年03月05日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 窓口サービス課事務用カード印字プリンタ「PASiD」用インクリボン外２点の購入及び同所要経費の支出について
98,236

平野区役所 窓口サービス課 平成31年03月06日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 資格喪失後受診に伴う療養費の返納金清算の支出について
207,900

平野区役所 窓口サービス課 平成31年03月06日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 資格喪失後受診に伴う療養費の返納金清算の支出について
36,771

平野区役所 窓口サービス課 平成31年03月06日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 資格喪失後受診に伴う療養費の返納金清算の支出について
6,864

平野区役所 窓口サービス課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（１月分）
21,965

平野区役所 窓口サービス課 平成31年03月07日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（１月分）
10,521

平野区役所 窓口サービス課 平成31年03月12日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について（３月12日支払分）
33,601

平野区役所 窓口サービス課 平成31年03月19日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について（３月19日支払分）
3,545

平野区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務用後納郵便の支出について（２月分）
9,576

平野区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務用後納郵便の支出について（２月分）
152,902

平野区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用消耗品（カラーペーパー外13点）の購入並びに同経費の支出について
21,626

平野区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成31年２月分後納郵便料の支出について
11,190

平野区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用消耗品（カラーペーパー外13点）の購入並びに同経費の支出について
11,000

平野区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成31年２月分後納郵便料の支出について
97,831

平野区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成31年２月分後納郵便料の支出について
43,250

平野区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成31年２月分後納郵便料の支出について
28,796

平野区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成31年２月分後納郵便料の支出について
263,630

平野区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成31年２月分後納郵便料の支出について
846,752

平野区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 保険年金事務用消耗品（カラーペーパー外13点）の購入並びに同経費の支出について
6,706

平野区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成31年２月分後納郵便料の支出について
28,931

平野区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成31年２月分後納郵便料の支出について
135,836
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平野区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成31年２月分後納郵便料の支出について
112,345

平野区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支給決定及び支出について（平成３１年０２月受付分・一般）
839,661

平野区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の支出について（平成３１年０２月受付分）
1,050,000

平野区役所 窓口サービス課 平成31年03月25日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担
金

国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について（平成３１年０２月受付分）
1,979,470

平野区役所 窓口サービス課 平成31年03月26日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用消耗品（ボイスコール用ロール紙）の購入並びに同経費の支出について
29,000

平野区役所 窓口サービス課 平成31年03月26日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金事務用消耗品（ボイスコール用ロール紙）の購入並びに同経費の支出について
18,449

平野区役所 窓口サービス課 平成31年03月26日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金事務用ゴム印の購入並びに同経費の支出について
10,500

平野区役所 窓口サービス課 平成31年03月26日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金事務用ゴム印の購入並びに同経費の支出について
455

平野区役所 窓口サービス課 平成31年03月26日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 保険年金事務用消耗品（ボイスコール用ロール紙）の購入並びに同経費の支出について
30,311

平野区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について（３月27日支払分）
61,865

平野区役所 窓口サービス課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 窓口サービス課事務用「平野区オリジナル婚姻届」届書用紙印刷及び同所要経費の支出について
30,000

平野区役所 窓口サービス課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課事務用「平野区オリジナル婚姻届」届書用紙印刷及び同所要経費の支出について
18,600

平野区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市平野区役所窓口サービス課住民情報等委託（長期継続契約）の経費の支出について（平成31年2月分）
492,366

平野区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課事務用自動車臨時運行許可用区長印外2点の作成及び同所要経費の支出について
15,012

平野区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区役所窓口サービス課住民情報等委託（長期継続契約）の経費の支出について（平成31年2月分）
4,866,104

平野区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（２月分）
22,671

平野区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（２月分）
8,640

平野区役所 まちづくり協働課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成３０年度社会教育関係団体学習会促進事業にかかる講師謝礼の支出について
6,450

平野区役所 まちづくり協働課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 家庭教育支援事業「第７回ファミリーコンサート」にかかる使用料（指定技術者派遣料）の支出について
84,240

平野区役所 まちづくり協働課 平成31年03月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 空家等対策推進事業用　デジタルカメラ　外２点にかかる購入経費の支出について
37,281

平野区役所 まちづくり協働課 平成31年03月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯プロジェクト事業用　衣類用洗濯液体洗剤　外１点にかかる購入経費の支出について
27,697

平野区役所 まちづくり協働課 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害に強いまちづくり推進事業用非常用浄水装置用交換部品の購入経費にかかる支出について
122,504

平野区役所 まちづくり協働課 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用緑茶にかかる購入経費の支出について（喜連東・瓜破西地域活動協議会）
77,976

平野区役所 まちづくり協働課 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用缶入ミルクビスケットにかかる購入経費の支出について（瓜破東地域活動協議会）
145,411

平野区役所 まちづくり協働課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用　タープテントにかかる購入経費の支出について（長原東地域活動協議会）
87,480

平野区役所 まちづくり協働課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成３０年度生涯学習ルーム事業にかかる講師謝礼の支出について（１１月分）
156,600

平野区役所 まちづくり協働課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成３０年度社会教育関係団体学習会促進事業にかかる講師謝礼の支出について
7,740

平野区役所 まちづくり協働課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成３０年度社会教育関係団体学習会促進事業にかかる講師謝礼の支出について
8,600

平野区役所 まちづくり協働課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用　メッシュベスト　外１点にかかる購入経費の支出について（平野・長吉出戸地域活動協議会）
89,020

平野区役所 まちづくり協働課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 空家等対策推進事業用　ＬＥＤ投光器にかかる購入経費の支出について
79,056

平野区役所 まちづくり協働課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 地域防災リーダーにかかるボランティア活動保険への加入及び同経費の支出について（４回目）
1,200

平野区役所 まちづくり協働課 平成31年03月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成３０年度学校体育施設開放事業にかかるバレーボールネットほか11点の購入経費の支出について
86,616

平野区役所 まちづくり協働課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり協働課小口支払基金繰入金の支払について（２月分）
4,534

平野区役所 まちづくり協働課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり協働課小口支払基金繰入金の支払について（２月分）
25,836

平野区役所 まちづくり協働課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 まちづくり協働課小口支払基金繰入金の支払について（２月分）
14,000

平野区役所 まちづくり協働課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 まちづくり協働課小口支払基金繰入金の支払について（２月分）
1,620

平野区役所 まちづくり協働課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 まちづくり協働課小口支払基金繰入金の支払について（２月分）
1,000

平野区役所 まちづくり協働課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課小口支払基金繰入金の支払について（２月分）
1,200

平野区役所 まちづくり協働課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成３０年度生涯学習ルーム事業にかかる講師謝礼の支出について（１２月分）
57,000

平野区役所 まちづくり協働課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年２月８日支払いの講師謝礼の差額について
878

平野区役所 まちづくり協働課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業用体育館モップ（幅90㎝）ほか９点の購入の実施及び同所要経費の支出について（第２期）
480,384

平野区役所 まちづくり協働課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成３０年度スポーツ推進委員報酬の支出について（１０月～３月分）
100,800

平野区役所 まちづくり協働課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成３０年度生涯学習ルーム事業にかかる講師謝礼の支出について（１月分）
50,100

平野区役所 まちづくり協働課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平野区人権フェスティバル事業にかかる所要経費の支出について
868,884

平野区役所 まちづくり協働課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害に強いまちづくり推進事業用LED投光器ほか１点の購入にかかる経費の支出について
580,500

平野区役所 まちづくり協働課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成３０年度災害に強いまちづくり推進事業平野区防災マニュアル策定準備委員会における講師謝礼の支出について
11,120

平野区役所 まちづくり協働課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 地域資源を活用した公園美化・多世代交流事業選定委員にかかる報償金の支出について
51,600
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平野区役所 まちづくり協働課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用ＬＥＤランタンにかかる購入経費の支出について（瓜破地域活動協議会）
233,280

平野区役所 まちづくり協働課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金の支払いについて（２月分）
3,194

平野区役所 まちづくり協働課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金の支払いについて（２月分）
328

平野区役所 まちづくり協働課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金の支払いについて（２月分）
140

平野区役所 まちづくり協働課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金の支払いについて（２月分）
2,050

平野区役所 まちづくり協働課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金の支払いについて（２月分）
164

平野区役所 まちづくり協働課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金の支払いについて（２月分）
6,794

平野区役所 まちづくり協働課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金の支払いについて（２月分）
666

平野区役所 まちづくり協働課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金の支払いについて（２月分）
120

平野区役所 まちづくり協働課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金の支払いについて（２月分）
9,237

平野区役所 まちづくり協働課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成３０年度 平野を知ろう！ひらちゃん講座「杭全神社　夏祭　第２弾」にかかる講師謝礼の支出について
5,000

平野区役所 まちづくり協働課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度平野区コミュニティ育成事業選定委員にかかる報償金の支出について
50,620

平野区役所 まちづくり協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成３０年度 平野を知ろう！ひらちゃん講座「家康も愛した味噌玉づくり」にかかる講師謝礼の支出について
5,000

平野区役所 まちづくり協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成３０年度災害に強いまちづくり推進事業平野区防災マニュアル策定準備委員会における講師謝礼の支出について
11,120

平野区役所 まちづくり協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成３０年度社会教育関係団体学習会促進事業にかかる講師謝礼の支出について
6,235

平野区役所 まちづくり協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害に強いまちづくり推進事業用ポリ手提げ袋ほか１６点の購入にかかる経費の支出について
148,396

平野区役所 まちづくり協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用　ＬＥＤランタン　外２点にかかる購入経費の支出について（喜連・平野南地域活動協議会）
179,280

平野区役所 まちづくり協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用ウィンドブレーカー１外１件にかかる購入経費の支出について（平野・長吉西部地域活動協議会）
129,600

平野区役所 まちづくり協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用　ニトリルゴム製手袋　外２点にかかる購入経費の支出について（長吉出戸地域活動協議会）
82,728

平野区役所 まちづくり協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 地域防災リーダーにかかるボランティア活動保険への加入経費の支出について（更新）
646,800

平野区役所 まちづくり協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 空家等対策推進事業用　伸縮はしごにかかる購入経費の支出について
160,898

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
310,000

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
53,010

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
143,500

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
198,000

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
109,950

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 平成３１年３月分市立保育所消耗品費(特別保育分)の支出について
30,000

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成３１年３月分市立保育所消耗品費の支出について
250,000

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

需用費　印刷製本費 在宅医療介護連携推進事業における区民向け小冊子作成業務
146,880

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
84,458

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
47,946

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
539,908

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,000

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
84,690

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,000

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
33,796

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉法による高額障がい児（通所・入所）給付費の支出について
13,297

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による高額障がい福祉サービス等給付費の支出について
9,634

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
66,982

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
193,330

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
385,588
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平野区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成３０年度高齢者住宅改修費給付事業に係る給付金の支出について　（第５号）
270,000

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成31年2月分　ＢＣＧ予防接種医師報償金の支出について
148,980

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平野区広報紙「広報ひらの」平成31年度保健事業のご案内、企画編集業務の委託について
64,800

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
108,000

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
210,183

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
7,461

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「平野区の地域福祉を考えるラウンドテーブル」の開催に向けた助言等にかかる報償費の支出について
16,500

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 親子広場パート2にかかる講師謝礼金の支出について（２月分）
8,600

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平野区役所所管公用車の自動車損害賠償責任保険にかかる経費の支出について
25,830

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
13,000

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
1,056,100

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
261,360

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
216,000

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成30年度児童手当給付費にかかる支出について
10,000

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（１月分）
10,140

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（１月分）
6,807

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
43,928

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
67,330

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
6,800

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成３１年２月２０日午前実施分　歯科健康相談事業医師等報償金の支出について
31,130

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
16,774

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
16,200

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

需用費　食糧費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,734

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
7,790

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,800

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
189,000

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
745,001

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
79,962

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
819,613

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
315,962

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
145,080

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
170,345

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
23,658

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用トナーカートリッジ及びドラムユニットの購入にかかる所要経費の支出について
126,630

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務用トナーカートリッジ及びドラムユニットの購入にかかる所要経費の支出について
32,724

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
336,804

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
47,680

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
52,350

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
10,000

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
8,520

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉法による高額障がい児（通所・入所）給付費の支出について
32,200

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による高額障がい福祉サービス等給付費の支出について
32,200

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
19,950

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
10,300

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
1,579
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平野区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
4,638

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
285

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 音声付順番案内システム機器一式（平野区役所）長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
170,100

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
295,510

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,600

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
200,152

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
143,480

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成３０年度高齢者住宅改修費給付事業に係る給付金の支出について　（第３号）
86,994

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
4,400

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
23,959

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
115,560

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
141,324

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 第２回「平野区の地域福祉を考えるラウンドテーブル」の開催（平成31年2月26日）にかかる報償費の支出について
17,130

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「平成31年度ひらの青春生活応援事業」業務委託にかかる公募型プロポーザル業者選定委員への報償金の支出について
33,460

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
8,122

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
129,219

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
282,773

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
205,460

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
32,100

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
44,630

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
237,353

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
192,460

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成３１年２月２８日実施分歯科健康相談事業医師等報償金の支出について
6,300

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度ひらの青春生活応援事業業務委託にかかる経費の支出について（第11回中間）
601,469

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
51,696

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
216,412

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
3,584

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
752,210

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
4,925

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
84,566

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
106,800

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
4,320

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成３０年度高齢者住宅改修費給付事業に係る給付金の支出について　（第４号）
246,768

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 平野区広報紙「広報ひらの」平成31年度保健事業のご案内、印刷の実施と同所要経費の支出について
267,451

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室事業講師料の支出について(2月25日実施分）
9,160

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成31年2月分乳幼児健康診査等報償金の支出について
839,160

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
4,968

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
26,700

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
11,937

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
5,980

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 障がい支援区分認定審査会に係るお茶の購入及び同経費の支出について
3,402

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
21,160

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
72,632

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
23,475
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平野区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
1,091,972

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
67,365

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
229,494

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
29,080

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
2,420

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
254,863

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
28,969

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
15,580

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
22,278

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月25日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
30,120

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用２月分後納郵便料（料金受取人払い）の支出について
53,172

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
132,110

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
17,180

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（2月分）
700

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　印刷製本費 平野区認知症予防推進事業周知用パンフレット作成にかかる同所要経費の支出について
135,108

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
309,276

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
386,604

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（2月分）
686

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（2月分）
328

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（2月分）
547

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（2月分）
82

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（2月分）
656

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（2月分）
82

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（2月分）
20,158

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（2月分）
8,983

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（2月分）
584

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（2月分）
28,374

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（2月分）
164

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 平成３１年３月分市立保育所給食賄材料費の支出について
3,813,900

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月26日
国民健康保険事業会
計

保健事業費
特定健康診査等事業
費

特定健康診査等事業
費

役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（2月分）
574

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
4,000

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成30年度　民生委員・児童委員費用弁償（第４四半期）の支出について
2,045,375

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
669,356

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成30年度　民生委員・児童委員費用弁償（第４四半期）の支出について
1,969,125

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業にかかる報償金の支出について（２月分）
496,811

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 平野区役所所管公用車法定24か月点検業務の実施並びに同所要経費の支出について
115,614

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平野区役所所管公用車法定24か月点検業務の実施並びに同所要経費の支出について
1,200

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 公課費　公課費 平野区役所所管公用車の自動車重量税にかかる経費の支出について
34,200

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
209,334

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
219,157

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
51,734

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
316,970

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
48,007

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
110,092

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
9,432

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
692,437

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業にかかる市内等出張交通費の支出について（2月分）
1,976
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平野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健活動及び地域保健担当用事務用品（電池他61点）の購入並びに同所要経費の支出について
724

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健活動及び地域保健担当用事務用品（電池他61点）の購入並びに同所要経費の支出について
77,661

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉法による高額障がい児（通所・入所）給付費の支出について
9,200

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による高額障がい福祉サービス等給付費の支出について
9,200

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉法による高額障がい児（通所・入所）給付費の支出について
19,362

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による高額障がい福祉サービス等給付費の支出について
18,981

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
105,350

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
438,520

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
47,520

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
270,330

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
131,310

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
23,236

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
84,240

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健活動及び地域保健担当用事務用品（電池他61点）の購入並びに同所要経費の支出について
2,797

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健活動及び地域保健担当用事務用品（電池他61点）の購入並びに同所要経費の支出について
32,063

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健活動及び地域保健担当用事務用品（電池他61点）の購入並びに同所要経費の支出について
20,520

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健活動及び地域保健担当用事務用品（電池他61点）の購入並びに同所要経費の支出について
3,888

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健活動及び地域保健担当用事務用品（電池他61点）の購入並びに同所要経費の支出について
14,917

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 母子生活支援施設入所にかかる管外出張交通費の支出について（３月１３日）
9,500

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健活動及び地域保健担当用事務用品（電池他61点）の購入並びに同所要経費の支出について
9,375

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保健事業費
特定健康診査等事業
費

特定健康診査等事業
費

需用費　消耗品費 保健活動及び地域保健担当用事務用品（電池他61点）の購入並びに同所要経費の支出について
3,696

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険担当事務にかかる市内出張交通費の支出について(２月分）
1,534

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（２月分）
11,880

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（２月分）
9,008

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健活動及び地域保健担当用事務用品（電池他61点）の購入並びに同所要経費の支出について
75,881

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健活動及び地域保健担当用事務用品（電池他61点）の購入並びに同所要経費の支出について
12,321

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

需用費　消耗品費 保健活動及び地域保健担当用事務用品（電池他61点）の購入並びに同所要経費の支出について
11,837

平野区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

平野区役所 政策推進課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　分担金 もと平野青少年会館の光熱水費にかかる平野区役所負担額の支出について（平成31年1月分）
17,889

平野区役所 政策推進課 平成31年03月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 平野区戦略支援予算（区次長枠）こどもの「生きる力」育成支援事業に係るガス使用及び同所要経費の支出について（２月分－２）
4,024

平野区役所 政策推進課 平成31年03月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 平野区戦略支援予算（区次長枠）こどもの「生きる力」育成支援事業に係るガス使用及び同所要経費の支出について（２月分－１）
2,471

平野区役所 政策推進課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成30年度平野区区政会議運営事業にかかる筆耕翻訳料の支出について（平成31年1月28日　全体会及び小グループの意見交換会５グループ）
118,206

平野区役所 政策推進課 平成31年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 平野区戦略支援予算（区次長枠）こどもの「生きる力」育成支援事業に係る水道使用及び同所要経費の支出について（２月分）
918

平野区役所 政策推進課 平成31年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 平野区戦略支援予算（区次長枠）こどもの「生きる力」育成支援事業に係る水道使用及び同所要経費の支出について（２月分）
594

平野区役所 政策推進課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「平成31年度みんな食堂ネットワーク拠点事業」業務委託にかかる公募型プロポーザル業者選定委員への報酬支出について
50,760

平野区役所 政策推進課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 もと平野青少年会館エアコン借入にかかる経費の支出について(平成31年2月分)
9,266

平野区役所 政策推進課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広聴･広報事業における広報板用盤面等の購入にかかる所要経費の支出について
162,000

平野区役所 政策推進課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成30年度平野区広報紙「広報ひらの」企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について（３月号）
402,062

平野区役所 政策推進課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度平野区広報紙「広報ひらの」企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について（３月号）
108,000

平野区役所 政策推進課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成30年度平野区広報紙「広報ひらの」新聞折込広告業務委託(概算契約)にかかる経費の支出について（３月号）
357,693

平野区役所 政策推進課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（２月分）
996

平野区役所 政策推進課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（２月分）
656

平野区役所 政策推進課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（２月分）
3,191

平野区役所 政策推進課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（２月分）
850

平野区役所 政策推進課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（２月分）
82

平野区役所 政策推進課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度新聞未購読世帯への平野区広報紙「広報ひらの」配付業務委託(概算契約)にかかる経費の支出について（３月号）
178,602

平野区役所 政策推進課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度みんな食堂ネットワーク拠点事業にかかる経費の支出について(平成31年2月分)
624,960
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平野区役所 政策推進課 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 平野区戦略支援予算（区次長枠）こどもの「生きる力」育成支援事業に係るガス使用及び同所要経費の支出について（３月分－１）
3,001

平野区役所 政策推進課 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 平野区戦略支援予算（区次長枠）こどもの「生きる力」育成支援事業に係るガス使用及び同所要経費の支出について（３月分－２）
4,648

平野区役所 政策推進課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平野区こども学力サポート事業指導員報償金の支出について（平成３１年２月分）
590,580

平野区役所 政策推進課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 平野区戦略支援予算（区次長枠）こどもの「生きる力」育成支援事業に係る報償金の支出について（２月分）
525,350

平野区役所 生活支援課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における家財処分料の支払について
186,840

平野区役所 生活支援課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
345,600

平野区役所 生活支援課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
35,680

平野区役所 生活支援課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援課乾式複写機使用にかかる経費の支出について（平成３１年１月分）
84,305

平野区役所 生活支援課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務にかかる事務用品（レターケース外４点）の購入に係る所要経費の支出について
53,784

平野区役所 生活支援課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（１２～１月分）
133,890

平野区役所 生活支援課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における生活扶助費の支出について
31,650

平野区役所 生活支援課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（１～２月分）
231,618

平野区役所 生活支援課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（１－２月分）
218,658

平野区役所 生活支援課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（８～２月分）
238,872

平野区役所 生活支援課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
56,890

平野区役所 生活支援課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用医療扶助金の支出について
6,310

平野区役所 生活支援課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
46,080

平野区役所 生活支援課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
550,800

平野区役所 生活支援課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における妊娠検査料の支払について
5,250

平野区役所 生活支援課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
19,010

平野区役所 生活支援課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
9,500

平野区役所 生活支援課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
11,350

平野区役所 生活支援課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用医療扶助金の支出について
165,630

平野区役所 生活支援課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
241,976

平野区役所 生活支援課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
73,190

平野区役所 生活支援課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　出産扶助金の支出について
29,890

平野区役所 生活支援課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（１～２月分）
212,927

平野区役所 生活支援課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
19,345

平野区役所 生活支援課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
20,734

平野区役所 生活支援課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
35,520

平野区役所 生活支援課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護業務用生業扶助金の支出について
9,200

平野区役所 生活支援課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
439,690

平野区役所 生活支援課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
233,930

平野区役所 生活支援課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
1,865,310

平野区役所 生活支援課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務用就労自立給付金の支出について
84,991

平野区役所 生活支援課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる短期入所サービス費用の支出について
22,310

平野区役所 生活支援課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
353,278

平野区役所 生活支援課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
20,040

平野区役所 生活支援課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭扶助費の支出について
6,480

平野区役所 生活支援課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
225,670

平野区役所 生活支援課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（１～２月分）
246,910

平野区役所 生活支援課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用平成３１年３月分生活保護費の支出について（医療扶助追加分）
1,000,000

平野区役所 生活支援課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
607,610

平野区役所 生活支援課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
52,480

平野区役所 生活支援課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
271,900

平野区役所 生活支援課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成３１年１月分）
3,344

平野区役所 生活支援課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（１２～２月分）
121,625
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平野区役所 生活支援課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における家財処分料の支払について
1,244,160

平野区役所 生活支援課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費（１月分）の支払いについて
370,911

平野区役所 生活支援課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
910,132

平野区役所 生活支援課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務用就労自立給付金の支出について
124,264

平野区役所 生活支援課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（１～２月分）
243,903

平野区役所 生活支援課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
27,418

平野区役所 生活支援課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
14,699

平野区役所 生活支援課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
72,430

平野区役所 生活支援課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
4,420

平野区役所 生活支援課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
210,588

平野区役所 生活支援課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（１～２月分）
404,051

平野区役所 生活支援課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
93,530

平野区役所 生活支援課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用医療扶助金の支出について
474,110

平野区役所 生活支援課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務用進学準備給付金の支出について（３１年４月進学分）
400,000

平野区役所 生活支援課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
842,874

平野区役所 生活支援課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
31,945

平野区役所 生活支援課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
7,560

平野区役所 生活支援課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
74,400

平野区役所 生活支援課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
264,331

平野区役所 生活支援課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
97,416

平野区役所 生活支援課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
222,272

平野区役所 生活支援課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
96,520

平野区役所 生活支援課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　出産扶助金の支出について
21,847

平野区役所 生活支援課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（１－３月分）
607,435

平野区役所 生活支援課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（１２～２月分）
171,658

平野区役所 生活支援課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における家財処分料の支払について
456,840

平野区役所 生活支援課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における妊娠検査料の支払について
3,000

平野区役所 生活支援課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
15,700

平野区役所 生活支援課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
16,200

平野区役所 生活支援課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
1,322,282

平野区役所 生活支援課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務用平成３１年４月分生活保護費の支出について
53,000,000

平野区役所 生活支援課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護業務用平成３１年４月分生活保護費の支出について
20,000,000

平野区役所 生活支援課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務用平成３１年４月分生活保護費の支出について
1,000,000

平野区役所 生活支援課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる短期入所サービス費用の支出について
73,800

平野区役所 生活支援課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
20,000

平野区役所 生活支援課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
4,590

平野区役所 生活支援課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務用平成３１年４月分生活保護費の支出について
50,000

平野区役所 生活支援課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
46,610

平野区役所 生活支援課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用平成３１年４月分生活保護費の支出について
500,000

平野区役所 生活支援課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護業務用平成３１年４月分生活保護費の支出について
100,000

平野区役所 生活支援課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護業務用平成３１年４月分生活保護費の支出について
8,000,000

平野区役所 生活支援課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務用平成３１年４月分生活保護費の支出について
100,000

平野区役所 生活支援課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援課乾式複写機使用にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
97,580

平野区役所 生活支援課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（１～３月分）
176,316

平野区役所 生活支援課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（１～２月分）
237,344

平野区役所 生活支援課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費（１～２月分）の支払いについて
229,550

平野区役所 生活支援課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費（１～３月分）の支払いについて
938,317
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平野区役所 生活支援課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
189,973

平野区役所 生活支援課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
65,380

平野区役所 生活支援課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護業務用生業扶助金の支出について
47,604

平野区役所 生活支援課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務用進学準備給付金の支出について（３１年４月進学分）
1,000,000

平野区役所 生活支援課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
57,170

平野区役所 生活支援課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
138,456

平野区役所 生活支援課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務用就労自立給付金の支出について
24,192

平野区役所 生活支援課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料の支出について（平成３１年２月分）
1,153,511

平野区役所 生活支援課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
1,496,388

平野区役所 生活支援課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における家財処分料の支払について
716,200

平野区役所 生活支援課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務における移送費の支払について（２月分）
228,100

平野区役所 生活支援課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
297,561

平野区役所 生活支援課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
65,320

平野区役所 生活支援課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
1,711,301

平野区役所 生活支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（１～２月分）
389,156

平野区役所 生活支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（２～３月分）
218,829

平野区役所 生活支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（１～３月分）
169,763

平野区役所 生活支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における生活扶助費の支出について
37,322

平野区役所 生活支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（２－３月分）
218,983

平野区役所 生活支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（２～３月分）
140,504

平野区役所 生活支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における妊娠検査料の支払について
14,750

平野区役所 生活支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費（１～３月分）の支払いについて
413,671

平野区役所 生活支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費（２～３月分）の支払いについて
563,812

平野区役所 生活支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費（１２－３月分）の支払いについて
651,025

平野区役所 生活支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費（１～２月分）の支払いについて
795,523

平野区役所 生活支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費（１～２月分）の支払いについて
434,710

平野区役所 生活支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
21,025

平野区役所 生活支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
16,950

平野区役所 生活支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
13,731

平野区役所 生活支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
272,385

平野区役所 生活支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用医療扶助金の支出について
215,490

平野区役所 生活支援課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
418,282

西成区役所 総務課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎設備維持管理用　電気代の支出（口座自動引落払い）について（１月分）
1,777,254

西成区役所 総務課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 西成情報アーカイブネット企画運営事業用　大阪市社会福祉研修・情報センター西成情報アーカイブ部分に係る光熱水費（第３四半期分）の支出について
107,110

西成区役所 総務課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課一般事務用　事務用電話機の購入にかかる経費の支出について
222,480

西成区役所 総務課 平成31年03月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課一般事務・区庁舎設備管理用　クリアホルダー外３５点購入にかかる経費の支出について
32,544

西成区役所 総務課 平成31年03月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課一般事務・区庁舎設備管理用　クリアホルダー外３５点購入にかかる経費の支出について
92,109

西成区役所 総務課 平成31年03月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区庁舎維持管理用　西成区役所　１階トイレ外２箇所水栓交換業務にかかる経費の支出について
149,040

西成区役所 総務課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 特区構想エリアマネジメント協議会運営事業分　あいりん地域まちづくり会議等出席にかかる報償金の支出について（１月分）
176,900

西成区役所 総務課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　ガス代（空調系）の支出について（２月分）
514,867

西成区役所 総務課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課一般事務費・地方選挙費　フラットファイル外９点購入にかかる経費の支出について
10,476

西成区役所 総務課 平成31年03月13日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 需用費　消耗品費 総務課一般事務費・地方選挙費　フラットファイル外９点購入にかかる経費の支出について
19,753

西成区役所 総務課 平成31年03月13日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 平成31年4月7日執行予定統一地方選挙事務用レターパック等の購入経費の支出について
97,640

西成区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度　西成区広報紙「にしなり我が町」企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について（3月号）
652,309

西成区役所 総務課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 総務課一般事務用　記念撮影用バックボードの購入経費の支出について
108,000

西成区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課一般事務用　事務用椅子の購入にかかる経費の支出について
232,200

西成区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　平成30年度西成区合同庁舎機械警備設備（防犯機器：ＴＸシステム）保守点検業務に係る経費の支出について（２月分）
27,820
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西成区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区合同庁舎防災センター中央監視業務にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
192,240

西成区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　平成30年度西成区合同庁舎機械警備業務に係る経費の支出について（２月）
32,918

西成区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　西成区合同庁舎植栽等管理業務にかかる経費の支出について（後期実施分、H30.8.1～H31.2.28）
510,514

西成区役所 総務課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 芸術文化青少年育成事業用大阪フィルハーモニー交響楽団員による演奏を通じたワークショップ事業にかかる委託料の支出について
1,500,000

西成区役所 総務課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区民モニター事業用　平成30年度区民モニターアンケート調査（区民意識調査）業務委託にかかる経費の支出について
298,080

西成区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課一般事務・統一地方選挙用　トナーカットリッジ購入経費の支出について
328,104

西成区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区庁舎維持管理用　西成区役所庁舎　消防設備不良箇所改修業務の実施にかかる経費の支出について
232,200

西成区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西成区役所窓口案内従事者派遣業務（長期継続）経費の支出について（平成３１年２月分）
295,888

西成区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持管理用　平成３０年度西成区役所庁舎清掃業務委託（定期清掃）経費の支出について（２月分）
324,000

西成区役所 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 需用費　消耗品費 総務課一般事務・統一地方選挙用　トナーカットリッジ購入経費の支出について
8,596

西成区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎設備維持管理用等小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年２月分）
7,272

西成区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業、広聴事業、魅力発信事業及び簡易宿所設備改善助成事業用　後納郵便料金の支出について（2月分）
164

西成区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業、広聴事業、魅力発信事業及び簡易宿所設備改善助成事業用　後納郵便料金の支出について（2月分）
800

西成区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業、広聴事業、魅力発信事業及び簡易宿所設備改善助成事業用　後納郵便料金の支出について（2月分）
82

西成区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業、広聴事業、魅力発信事業及び簡易宿所設備改善助成事業用　後納郵便料金の支出について（2月分）
212

西成区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成30年度　西成区広報紙「にしなり我が町」新聞折込広告業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（3月号）
261,660

西成区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度西成区役所宿日直用寝具賃貸借業務に係る経費の支出について
13,608

西成区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 旅費　普通旅費 2019年工業統計調査用　市内出張交通費の支出について（平成31年３月分）
460

西成区役所 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 庁舎設備維持管理用等小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年２月分）
720

西成区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課事務用市内出張交通費の支出について（平成31年1月分）
11,916

西成区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 点字版西成区広報紙「にしなり我が町」（平成30年5月号～平成31年4月号）製作業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（3月号）
74,844

西成区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（平成３０年度２月分）
27,381

西成区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）（２）一式　長期借入経費の支出について（平成３０年度２月分）
122,344

西成区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（平成３０年度２月分）
677,759

西成区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２９年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式　長期借入経費の支出について（平成３１年２月分）
259,883

西成区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用庁内情報利用パソコン（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（平成３０年度２月分）
56,376

西成区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（平成３０年度２月分）
8,113

西成区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系利用パソコン等機器（西成区役所）一式　長期借入の経費の支出について（平成３０年度２月分）
8,006

西成区役所 総務課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成２９年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式　長期借入経費の支出について（平成３１年２月分）
2,379

西成区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費
西成区役所　携帯電話通信事業者が提供するデータ通信サービスへの加入及びタブレット型コンピューターレンタル契約にかかる経費の支出について（平成31
年2月分） 3,672

西成区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持管理用　平成30年度西成区合同庁舎防水扉保守点検業務に係る経費の支出について
329,184

西成区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 魅力発信事業用　西成区役所マスコットキャラクター着ぐるみ修繕・洗浄業務委託にかかる経費の支出について
43,200

西成区役所 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料
西成区役所　携帯電話通信事業者が提供するデータ通信サービスへの加入及びタブレット型コンピューターレンタル契約にかかる経費の支出について（平成31
年2月分） 324

西成区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎設備維持管理用　電気代の支出（口座自動引落払い）について（２月分）
1,732,747

西成区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民モニター事業用　料金受取人払後納に係る利用額の支出について（２月分）
3,589

西成区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎維持管理用　西成区合同庁舎衛生害虫駆除業務委託経費の支出について
94,727

西成区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
3,648

西成区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
7,544

西成区役所 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
6,006

西成区役所 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持管理用　平成30年度西成区役所男子小便器防臭および尿石除去業務の経費の支出について
81,648

西成区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 西成特区構想の推進に向けた調査業務委託事業者選定会議にかかる報償金の支払について
51,800

西成区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用等　乾式電子複写機賃借料の支出について(平成３１年２月分)
18,847

西成区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持管理用　障がい者の就業訓練を目的とした西成区役所清掃委託業務（日常清掃）経費の支出について（平成３１年２月分）
471,591

西成区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 需用費　消耗品費 総務課事務用等　乾式電子複写機賃借料の支出について(平成３１年２月分)
5,816

西成区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 需用費　消耗品費 総務課事務用等　乾式電子複写機賃借料の支出について(平成３１年２月分)
2,907

西成区役所 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 需用費　消耗品費 総務課事務用等　乾式電子複写機賃借料の支出について(平成３１年２月分)
2,907

西成区役所 市民協働課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度　西成区における啓発指導員による放置自転車対策業務委託にかかる委託料の支出について（平成31年１月分）
244,075
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西成区役所 市民協働課 平成31年03月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所附設会館管理運営事業用　折りたたみ式会議用テーブル（西成区民センター）買入にかかる経費の支出について
745,200

西成区役所 市民協働課 平成31年03月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 生涯学習関連事業にかかる「第21回西成区生涯学習フェスティバル周知用ポスター・チラシ」印刷経費の支出について
43,632

西成区役所 市民協働課 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 コミュニティ育成事業（西成区成人の日記念のつどい事業）用手話通訳経費の支出について
8,750

西成区役所 市民協働課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 西成区人権を考える区民のつどい「元気です!西成▲2019」出演謝礼の支出について
85,200

西成区役所 市民協働課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 西成区人権を考える区民のつどい「元気です!西成▲2019」における一時保育謝礼の支出について
10,000

西成区役所 市民協働課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 自転車等安全利用啓発事業用放置自転車対策用メッセージタグ作製にかかる経費の支出について
56,700

西成区役所 市民協働課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 西成区人権を考える区民のつどい「元気です!西成▲2019」出演謝礼の支出について
140,500

西成区役所 市民協働課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 遺族援護事務　市内出張にかかる交通費の支出について（２月分）
684

西成区役所 市民協働課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯対策事業・自転車等安全利用啓発事業用ラベルライター外18点の買入にかかる支出について
17,561

西成区役所 市民協働課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯対策事業・自転車等安全利用啓発事業用ラベルライター外18点の買入にかかる支出について
69,919

西成区役所 市民協働課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権事業用イーゼル外3点の購入経費の支出について
55,566

西成区役所 市民協働課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 社会教育関連学習会等助成事業「玉出幼稚園PTA『書く姿勢、鉛筆の持ち方学習会』」講師謝礼金の支出について
4,300

西成区役所 市民協働課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 緑化推進事業用　花の種（ダリア外２０点）買入にかかる経費の支出について
108,000

西成区役所 市民協働課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 防犯対策事業用及び空家等対策推進事業用等にかかる小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年２月分２回目）
3,000

西成区役所 市民協働課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防犯対策事業用及び空家等対策推進事業用等にかかる小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年２月分２回目）
1,798

西成区役所 市民協働課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防犯対策事業用及び空家等対策推進事業用等にかかる小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年２月分２回目）
2,460

西成区役所 市民協働課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 大阪市スポーツ推進委員報酬の支出について（１０月～３月分）
201,600

西成区役所 市民協働課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 簡易トイレ用テントの買入費の支出について（地域防災活動事業用）
114,048

西成区役所 市民協働課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所附設会館管理運営経費　西成区民センタースタッキングチェア外１点買入にかかる経費の支出について
181,980

西成区役所 市民協働課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 空家等対策推進事業用携帯電話使用料の支出について(平成31年2月分～平成31年3月分)
7,000

西成区役所 市民協働課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館管理運営事業用　西成区民センター産業廃棄物収集運搬及び処理業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について
46,332

西成区役所 市民協働課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習講座「毛糸ぽんぽんでかわいい動物（ひよこ）をつくろう！」における講師謝礼の支出について
5,000

西成区役所 市民協働課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 西成区人権講座「“じんけん”いろは楽習」（3月7日実施「多文化共生のための異文化コミュニケーション講座」）講師謝礼の支出について
19,560

西成区役所 市民協働課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯対策事業及び自転車等安全利用啓発事業及び区における人権啓発推進事業用ポケットティッシュ外１点の買入にかかる経費の支出について
73,634

西成区役所 市民協働課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用　乾式電子複写機賃借料の支出について（平成３１年２月分）
22,338

西成区役所 市民協働課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯対策事業及び自転車等安全利用啓発事業及び区における人権啓発推進事業用ポケットティッシュ外１点の買入にかかる経費の支出について
68,947

西成区役所 市民協働課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯対策事業及び自転車等安全利用啓発事業及び区における人権啓発推進事業用ポケットティッシュ外１点の買入にかかる経費の支出について
45,360

西成区役所 市民協働課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域コミュニティ支援事業及び市民協働課一般事務用後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
1,130

西成区役所 市民協働課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域コミュニティ支援事業及び市民協働課一般事務用後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
1,438

西成区役所 市民協働課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区人権を考える区民のつどい「元気です!西成!!2019」運営等業務委託経費の支出について
582,120

西成区役所 市民協働課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 遺族援護事務　市内出張にかかる交通費の支出について（３月分）
684

西成区役所 市民協働課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 西成区人権を考える区民のつどい「元気です!西成!!2019」における演奏使用料の支出について
3,780

西成区役所 市民協働課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯対策事業用落書き消去溶剤外４点の買入にかかる経費の支出について
87,372

西成区役所 市民協働課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 空家対策推進事業用携帯電話使用料の支出について(2月分)
1,337

西成区役所 市民協働課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 西成区地域防災リーダーにかかるボランティア保険料の支出について（地域防災活動事業用）
273,000

西成区役所 市民協働課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度　西成区における啓発指導員による放置自転車対策業務委託にかかる委託料の支出について（平成31年２月分）
248,212

西成区役所 市民協働課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災活動事業用充電式ＬＥＤライトの買入費の支出について
215,136

西成区役所 市民協働課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成30年度防災・防犯等事業用　後納郵便料金の支出について（2月分）
2,860

西成区役所 市民協働課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成30年度防災・防犯等事業用　後納郵便料金の支出について（2月分）
3,198

西成区役所 市民協働課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成30年度防災・防犯等事業用　後納郵便料金の支出について（2月分）
4,478

西成区役所 市民協働課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成30年度防災・防犯等事業用　後納郵便料金の支出について（2月分）
778

西成区役所 市民協働課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯対策事業における防犯交通安全教室用啓発シールの買入にかかる支出について
91,800

西成区役所 市民協働課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 附設会館管理運営事業用　ゴム印購入経費の支出について
4,320

西成区役所 市民協働課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 あいりん地域環境整備事業(通学路安全対策)における通学路安全対策防犯カメラ修繕業務の支出について
86,400

西成区役所 市民協働課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生涯学習事業用外２事業用　後納郵便料金の支払いについて（２月分）
13,519

西成区役所 市民協働課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生涯学習事業用外２事業用　後納郵便料金の支払いについて（２月分）
7,221

西成区役所 市民協働課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生涯学習事業用外２事業用　後納郵便料金の支払いについて（２月分）
961
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西成区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 スチール製組立式簡易トイレほか１点（西成区役所）買入費の支出について（地域防災活動事業用）
896,400

西成区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課一般事務及び地域防災活動事業等用　結束バンド外１８点の購入経費の支出について
28,577

西成区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課一般事務及び地域防災活動事業等用　結束バンド外１８点の購入経費の支出について
113,486

西成区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災活動事業用及び防犯対策事業用にかかる小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年３月分１回目）
12,420

西成区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課一般事務及び地域防災活動事業等用　結束バンド外１８点の購入経費の支出について
11,340

西成区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯対策事業用教室用防犯啓発サンバイザーの買入にかかる経費の支出について
118,800

西成区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 地域防災活動事業用及び防犯対策事業用にかかる小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年３月分１回目）
2,000

西成区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 防犯対策事業用特殊詐欺被害防止啓発用チラシ作製にかかる経費の支出について
132,192

西成区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策パトロール用携帯電話使用料の支出について(平成31年3月分使用料不足見込額)
5,226

西成区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 あいりん地域環境整備事業　通学路安全確保用防犯カメラ設置にかかるＮＴＴ柱添架料金の支出について（平成30年度分）
12,960

西成区役所 市民協働課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 あいりん地域環境整備事業　通学路安全確保用防犯カメラ設置にかかる関西電力柱共架料金の支出について（平成30年度分）
55,944

西成区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市西成区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成３１年１月）
1,492,263

西成区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西成区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成３１年１月）
7,704,842

西成区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の窓口支払用還付資金平成３１年３月分の資金前渡について（歳出一般／歳出マル退分）
100,000

西成区役所 窓口サービス課 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出
退職被保険者等還付
金

償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の窓口支払用還付資金平成３１年３月分の資金前渡について（歳出一般／歳出マル退分）
1,000

西成区役所 窓口サービス課 平成31年03月11日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料の過誤納にかかる歳出還付加算金（一般）の支出について（平成３１年３月１１日支払予定分）
1,400

西成区役所 窓口サービス課 平成31年03月11日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の過誤納にかかる歳出一般還付金の支出について（平成３１年３月１１日支払予定分）
153,763

西成区役所 窓口サービス課 平成31年03月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報担当用ボックス外８点の購入経費の支出について
142,490

西成区役所 窓口サービス課 平成31年03月12日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金事務用市内出張交通費　平成３０年度１月分の支出について
1,357

西成区役所 窓口サービス課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成３０年度住民情報担当各種帳票等発送用切手代の支出について
26,180

西成区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 平成３０年度住民情報担当各種帳票発送用後納郵便料（２月分）の支出について
5,974

西成区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報担当用　小口支払い基金の繰り入れについて（平成３１年２月分）
267

西成区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成３０年度住民情報担当各種帳票発送用後納郵便料（２月分）の支出について
96,617

西成区役所 窓口サービス課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成３０年度住民情報担当各種帳票発送用後納郵便料（２月分）の支出について
2,470

西成区役所 窓口サービス課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（平成３１年２月分）
17,011

西成区役所 窓口サービス課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用　板目表紙外20点の購入経費にかかる支出について
826

西成区役所 窓口サービス課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用　板目表紙外20点の購入経費にかかる支出について
26,730

西成区役所 窓口サービス課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（２月分）
21,720

西成区役所 窓口サービス課 平成31年03月26日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（２月分）
11,530

西成区役所 窓口サービス課 平成31年03月26日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用　板目表紙外20点の購入経費にかかる支出について
26,730

西成区役所 窓口サービス課 平成31年03月26日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用　板目表紙外20点の購入経費にかかる支出について
36,551

西成区役所 窓口サービス課 平成31年03月26日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（２月分）
37,819

西成区役所 窓口サービス課 平成31年03月26日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（２月分）
225,916

西成区役所 窓口サービス課 平成31年03月26日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用　板目表紙外20点の購入経費にかかる支出について
33,461

西成区役所 窓口サービス課 平成31年03月26日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（２月分）
10,206

西成区役所 窓口サービス課 平成31年03月26日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（２月分）
129,500

西成区役所 窓口サービス課 平成31年03月26日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（管理）後納郵便料金の支出について（２月分）
821,016

西成区役所 窓口サービス課 平成31年03月26日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用　板目表紙外20点の購入経費にかかる支出について
26,730

西成区役所 窓口サービス課 平成31年03月26日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用　板目表紙外20点の購入経費にかかる支出について
24,602

西成区役所 窓口サービス課 平成31年03月26日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（２月分）
75,000

西成区役所 窓口サービス課 平成31年03月26日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（２月分）
140,931

西成区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用　療養費　一般　平成３１年３月支給決定分の支出について
946,843

西成区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付用　葬祭費　平成３１年３月支給決定分の支出について
500,000

西成区役所 窓口サービス課 平成31年03月27日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担
金

国民健康保険給付用　出産育児一時金　平成３１年３月支給決定分の支出について
727,730

西成区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報担当ライフイベント記念事業ベビースタイ購入経費の支出について
339,120

西成区役所 窓口サービス課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 固定電話（市民局証明書発行システム）料金の支出について（２月利用分）
3,814

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務経費（保健）用等小口支払基金繰入金の支出について　１月分
1,944
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西成区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務経費（保健）用等小口支払基金繰入金の支出について　１月分
3,939

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 一般事務経費（保健）用等小口支払基金繰入金の支出について　１月分
1,050

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
552,445

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
5,764

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
58,320

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
252,326

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
70,956

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
555,831

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
6,000

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
15,420

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
22,880

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
12,300

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
171,920

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
306,294

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
85,000

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
2,600

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
113,100

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
14,161

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
76,765

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
163,620

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
9,000

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 老人保護措置業務にかかる出張旅費の支出について
3,480

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
269,587

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
289,130

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
209,644

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
270,112

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
182,012

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
222,983

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
178,756

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費の支出について（教育扶助費）
197,600

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費・介護サービス費の支出について（介護扶助費）
224,223

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
3,000

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・検診料の支出について（医療扶助費）
98,050

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
104,350

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法に基づく就労自立給付金の支出について（措置扶助費）
27,415

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 一般事務経費（保健）用等小口支払基金繰入金の支出について　１月分
749

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 一般事務経費（保健）用等小口支払基金繰入金の支出について　１月分
4,872

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 一般事務経費（保健）用等小口支払基金繰入金の支出について　１月分
3,707

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育児童の育成にかかる市立保育所３月分消耗品費（特別保育分）の支出について
20,000

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 一般事務経費（保健）用等小口支払基金繰入金の支出について　１月分
1,568

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育児童の育成にかかる市立保育所３月分消耗品費（通常保育分）の支出について
350,000

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 西成区戦略支援予算（区次長枠）「英語コミュニケーション事業」業務委託にかかる所要経費の支出について（第２回中間）
234,520

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 西成区戦略支援予算（区次長枠）「英語コミュニケーション事業」業務委託にかかる所要経費の支出について（第２回中間）
117,260

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
33,536

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
43,207

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
154,000

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
187,660
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西成区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
174,526

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
67,644

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
147,681

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
125,015

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
222,750

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
125,830

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
200,508

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費の支出について（教育扶助費）
230,100

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業「発達障がいサポーター」報償金の支出について（平成３１年１月分）
179,400

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費・教材代・校外活動費の支出について（教育扶助費）
245,825

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法に基づく就労自立給付金の支出について（措置扶助費）
157,590

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金
西成区校長経営戦略支援予算（区担当教育次長執行枠）帰国・来日等のこどもコミュニケーションサポート事業にかかる報償金の支出について（平成３１年１月
分） 43,240

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 青少年育成推進事業「こども１１０番の家」啓発用ポケットティッシュ外１点の購入にかかる経費の支出について
72,360

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 プレーパーク事業用シーリング剤外１点の購入にかかる経費の支出について
30,996

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
183,662

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
277,545

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費・妊婦検診料の支出について（生活扶助費）
283,162

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
607,000

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
369,811

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
230,511

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
317,897

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費の支出について（生活扶助費）
235,905

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
36,521

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法に基づく就労自立給付金の支出について（措置扶助費）
137,965

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援）事務用ゼムクリップほか４５点購入経費の支出について
98,915

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援）事務用ゼムクリップほか４５点購入経費の支出について
16,659

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援）事務用ゼムクリップほか４５点購入経費の支出について
8,319

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援）事務用ゼムクリップほか４５点購入経費の支出について
7,000

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援）事務用ゼムクリップほか４５点購入経費の支出について
51,200

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援）事務用ゼムクリップほか４５点購入経費の支出について
28,170

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
173,155

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
240,188

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
121,877

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援）事務用ゼムクリップほか４５点購入経費の支出について
18,122

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援）事務用ゼムクリップほか４５点購入経費の支出について
64,060

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援）事務用ゼムクリップほか４５点購入経費の支出について
4,541

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援）事務用ゼムクリップほか４５点購入経費の支出について
2,839

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 健康づくり事業用負荷調整重錘バンド外１点の購入経費の支出について
60,069

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 西成区保健福祉センター分館事務用ゼムクリップほか１０点買入にともなう経費の支出について
107,628

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
265,563

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
57,439

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
18,000

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
39,944

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
35,575

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
96,678

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
88,929

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
16,200
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西成区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
43,786

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
40,835

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
23,450

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
21,860

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
660,193

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
236,137

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
172,269

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
157,511

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
218,102

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
246,276

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
25,234

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・１８０日超入院診療費の支出について（医療扶助費）
135,470

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・検診料の支出について（医療扶助費）
140,360

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
3,540,150

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
3,173,534

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員訪問事業にかかる活動費の支払いについて（平成30年7月～平成30年9月分）
48,000

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員訪問事業にかかる活動費の支払いについて（平成30年10月～平成30年12月分）
46,000

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
235,592

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
380,116

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
399,217

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
492,600

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費・家財処分料・妊婦検診料の支出について（生活扶助費）
587,783

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
373,744

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費・教材代の支出について（教育扶助費）
295,366

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法に基づく進学準備給付金の支出について（措置扶助費）
300,000

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用等フラットファイルほか10点の購入経費の支出について
6,048

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
48,007

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者福祉及び障がい児福祉用高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について（平成３０年１～１０月））
10,505

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
51,696

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者福祉及び障がい児福祉用高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について（平成３０年１～１０月））
17,288

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
23,244

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
82,655

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
405,856

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
30,000

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
47,468

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
35,600

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
81,000

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
17,800

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用等フラットファイルほか10点の購入経費の支出について
12,506

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用等フラットファイルほか10点の購入経費の支出について
15,671

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
285,809

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
366,161

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
175,605

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
163,246

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
9,999

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
548,249

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
721,421
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西成区役所 保健福祉課 平成31年03月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

報償費　報償金 在宅医療・介護連携推進事業シンポジウムにかかる講師報償金の支払について
15,420

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成特区結核健康診断業務（単価契約）にかかる診査料の支出について（1月分・大阪府医師会）
194,002

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
225,237

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
238,295

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
251,086

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
230,947

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費・教材代の支出について（教育扶助費）
38,693

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
9,055

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
79,380

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・検診料・移送費の支出について（医療扶助費）
127,660

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
86,360

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法に基づく新生児聴覚検査費用の支出について（出産扶助費）
8,040

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法に基づく助産施設法外援護費・衛生材料費・文書料の支出について（出産扶助費）
46,270

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
2,612,664

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法に基づく就労自立給付金の支出について（措置扶助費）
62,488

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
1,600

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法に基づく進学準備給付金の支出について（措置扶助費）
300,000

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

扶助費　其他扶助金 高齢者福祉事業用成年後見人（高齢者）の報酬助成金の支出について
216,000

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用プリンタートナーの購入経費の支出について
73,008

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 分館運営用小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,058

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 もと津守幼稚園舎ガラス戸修繕にかかる経費の支出について
41,688

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西成区保健福祉センター分館清掃業務所要経費の支出について（平成３１年２月分）
83,581

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 子育ておうえん講座における一時保育の委託にかかる費用の支出について
34,480

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・子育て支援）事務用切手購入経費の支出について
14,342

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
47,212

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
51,696

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
6,760

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
258,981

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
193,950

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業用成年後見人等報酬助成にかかる費用の支出について
216,000

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
198,000

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用プリンタートナーの購入経費の支出について
96,552

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 こどもの読書活動推進支援事業用「OA賞状用紙その他２点」の買入にかかる経費の支出について
24,876

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 こどもの読書活動推進支援事業用「OA賞状用紙その他２点」の買入にかかる経費の支出について
12,438

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・子育て支援）事務用切手購入経費の支出について
9,200

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

扶助費　其他扶助金 高齢者福祉事業用成年後見人（高齢者）の報酬助成金の支出について
54,000

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業用成年後見人等報酬助成にかかる費用の支出について
198,000

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用ゴム印購入経費の支出について
6,307

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
192,866

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
133,877

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
325,922

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 定期予防接種（BCG）医師報償金の支出について（平成３１年２月分）
49,660

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる従事者報償金の支出について（平成３１年２月分）
31,130

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「西成区単身高齢生活保護受給者の社会的つながりづくり事業」業務委託にかかる選定会議委員報酬の支出について
53,260

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 各種保健事業実施用出張交通費の支出について　１月分
390

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業実施用出張交通費の支出について　１月分
1,516

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業実施用出張交通費の支出について　１月分
5,150
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西成区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
57,439

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
44,598

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
9,500

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
368,858

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
205,741

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
366,940

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費の支出について（生活扶助費）
272,434

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業実施用出張交通費の支出について　１月分
1,593

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業実施用出張交通費の支出について　１月分
1,320

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 西成区保健福祉センター分館庁舎管理用アンダーラック買入経費の支出について
222,690

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 西成区保健福祉センター分館一般事務用ＩＣレコーダー外７点買入経費の支出について
71,939

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 西成区保健福祉センター分館庁舎管理用事務用椅子外３点買入経費の支出について
127,980

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 プレーパーク事業に係るもと津守幼稚園上下水道使用料（２月使用分）の支出について
1,026

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 プレーパーク事業に係るもと津守幼稚園上下水道使用料（２月使用分）の支出について
594

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西成区役所における逓送業務委託（長期継続）所要経費の支出について（平成３１年２月分）
168,941

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 西成区保健福祉センター分館一般事務用ＩＣレコーダー外７点買入経費の支出について
90,061

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
347,257

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
72,300

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
239,191

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
23,988

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
120,359

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
34,280

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
13,800

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
78,160

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
215,024

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
171,080

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
59,950

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
174,695

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
260,080

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
212,233

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
199,349

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
240,238

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費の支出について（生活扶助費）
143,578

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費の支出について（生活扶助費）
182,508

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費・教材代の支出について（教育扶助費）
276,153

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 高齢者福祉事業用成年後見開始審判請求にかかる診断書作成料の支出について
2,500

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年２月分）
1,814

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 分館運営用電気料金の支出について（平成３１年２月分）
155,180

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 青少年育成推進事業にかかるサッカー大会（さくらカップ中学生）開催にかかるグラウンド使用料の支出について
36,000

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年２月分）
4,100

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　備品修繕料 生活保護法施行事務用小口支払基金の繰入について（２月分）
2,530

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　手数料 生活保護法施行事務用小口支払基金の繰入について（２月分）
3,200

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
211,850

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
276,894

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
281,265

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費の支出について（教育扶助費）
310,612

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費の支出について（教育扶助費）
136,398
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西成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法に基づく助産施設法外援護費・文書料の支出について（出産扶助費）
17,320

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年２月分）
6,483

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉事業推進用児童手当給付費の支出について
10,000

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年２月分）
2,300

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年２月分）
575

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 介護給付事業に係る住宅改修理由書作成費の支出について
8,000

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区保健福祉センター分館ブロック塀塗材石綿含有調査業務経費の支出について
57,240

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「基礎学力向上支援事業（西成ジャガピースクール）」にかかる業務委託経費の支出について
8,206,876

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成特区結核健康診断業務（単価契約）にかかる診査料の支出について（平成31年2月分）
5,421

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（費用支給）（受領委任方式）
273,924

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（費用支給）（受領委任方式）
5,868

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（費用支給）（受領委任方式）
9,432

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
31,860

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
14,328

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
59,038

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
48,800

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
327,220

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
248,582

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
429,287

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費の支出について（生活扶助費）
174,004

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（４月分１回目）
140,000,000

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費・妊婦検診料の支出について（生活扶助費）
564,550

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（４月分１回目）
73,000,000

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（４月分１回目）
500,000

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
66,976

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（４月分１回目）
200,000

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
64,986

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（４月分１回目）
3,000,000

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
4,004,642

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育児童の育成にかかる市立保育所３月分賄材料費の支出について
4,507,500

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料の支出について（平成３１年２月分）
22,264

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料の支出について（平成３１年２月分）
102,218

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料の支出について（平成３１年２月分）
32,760

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業実施関連用乾式電子複写機賃貸料の支出について（２月分）
20,590

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 あいりん地域を中心とした結核対策事業用乾式デジタル複合機賃借料の支出について（平成31年2月分）
3,806

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 健康づくり事業用みんなの健康展ビラ・ポスターの印刷業務経費の支出について
58,320

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 あいりん地域を中心とした結核対策事業用結核に関する保健指導用冊子購入にかかる経費の支出について
41,040

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 西成区保健福祉センター分館誘導灯修繕業務経費の支出について
21,600

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 あいりん地域内結核健康診断業務用携帯電話使用料の支出について（平成31年2月分）
2,220

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区保健福祉センター分館運営用庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供料の支出について（２月分）
8,100

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（２月分）
15,487

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（費用支給）（受領委任方式）
225,068

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（費用支給）（受領委任方式）
80,947

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
23,144

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
17,400

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
17,000

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（２月分）
82
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西成区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（２月分）
603,535

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
70,184

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（２月分）
1,354,921

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
93,845

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
118,684

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
207,663

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
136,432

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
147,629

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費の支出について（教育扶助費）
120,300

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・検診料の支出について（医療扶助費）
260,470

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
142,530

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
167,760

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
480,746

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
4,307,408

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 健康づくり事業用西成区広報紙「にしなり我が町」保存版保健特集ページの作成経費の支出について
91,800

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区単身高齢生活保護受給者の社会的つながりづくり事業に係る業務委託経費の支出について（平成３１年２月分）
1,063,404

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
181,636

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
77,843

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
9,900

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（費用支給）（受領委任方式）
16,631

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（費用支給）（受領委任方式）
57,439

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（費用支給）（受領委任方式）
236,240

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（費用支給）（受領委任方式）
21,808

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（費用支給）（受領委任方式）
58,320

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（費用支給）（受領委任方式）
154,852

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
17,800

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
147,308

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（２月分）
114,273

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
179,366

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費・教材代の支出について（教育扶助費）
583,004

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
115,924

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 生活保護法施行事務用等市内出張交通費について（２月分）
2,518

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
1,830

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
2,296

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
5,798

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
9,050

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

旅費　普通旅費 生活保護法施行事務用等市内出張交通費について（２月分）
834

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護法施行事務用等市内出張交通費について（２月分）
12,024

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護法施行事務用等市内出張交通費について（２月分）
3,270

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護法施行事務用等市内出張交通費について（２月分）
2,180

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
158,885

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
181,991

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
120,639

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
513,868

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
436,768

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
390,579

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
697,583
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西成区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法に基づく就労自立給付金の支出について（措置扶助費）
160,404

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
2,861

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
984

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
2,460

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
2,378

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
12,551

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
1,230

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
4,230

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
3,906

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
9,572

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
574

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
10,194

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
3,460

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 薬物依存症者等サポート事業講演会の実施にかかる講師報償金の支払いについて（平成３１年３月分）
9,160

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 第１回平成31年度「こども食堂支援事業」選定会議にかかる報償金の支出について
51,240

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「基礎学力向上支援事業事業」事業者選定会議（２回目）にかかる報償金の支出について
51,800

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 健康づくり事業みんなの健康展にかかる講師報償金の支払について
38,200

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（子育て支援）事務用市内出張旅費（平成３１年１月分）の支出について
1,836

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（子育て支援）事務用市内出張旅費（平成３１年１月分）の支出について
1,800

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用ゴムバンド外２５点購入経費の支出について
21,600

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用ゴムバンド外２５点購入経費の支出について
15,068

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用ゴムバンド外２５点購入経費の支出について
17,712

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務経費（保健）用等小口支払基金繰入金の支出について　２月分
1,917

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用会議席札ほか４点の購入経費の支出について
28,576

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 プレーパーク事業に係るもと津守小学校給食調理場ガス使用料（２月使用分）の支出について
3,174

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 一般事務経費（保健）用等小口支払基金繰入金の支出について　２月分
300

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般事務経費（保健）用等小口支払基金繰入金の支出について　２月分
4,100

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般事務経費（保健）用等小口支払基金繰入金の支出について　２月分
2,460

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 一般事務経費（保健）用等小口支払基金繰入金の支出について　２月分
2,800

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 団体総合補償制度費用保険(傷害）（学習指導協力者担保特約）及び管理（施設）賠償責任保険加入にかかる経費の支出について
41,000

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「西成区こども生活・まなびサポート事業」にかかる労働者派遣業務にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
1,113,716

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 エックス線デジタル画像診断装置保守点検業務委託（分館）の経費の支出について（平成31年2月分）
32,400

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員活動に関する費用弁償（第4四半期分）の支払いについて【総合口座振替分】
2,332,875

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（費用支給）（受領委任方式）
566,444

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（費用支給）（受領委任方式）
57,439

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（費用支給）（受領委任方式）
79,962

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（費用支給）（受領委任方式）
3,800

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（費用支給）（受領委任方式）
46,007

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
48,000

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
82,168

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
195,601

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
35,572

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　広告料 相続財産管理人選任申立手続にかかる官報公告費の支払について
12,459

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費の支出について（生活扶助費）
225,684

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
243,330

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
152,763

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
249,712
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西成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費の支出について（生活扶助費）
150,664

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく住宅改修費・介護サービス費の支出について（介護扶助費）
536,829

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
47,558

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法に基づく進学準備給付金の支出について（措置扶助費）
200,000

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用ゴムバンド外２５点購入経費の支出について
12,960

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用ゴムバンド外２５点購入経費の支出について
4,644

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用ゴムバンド外２５点購入経費の支出について
21,600

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 一般事務経費（保健）用等小口支払基金繰入金の支出について　２月分
5,849

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用ゴムバンド外２５点購入経費の支出について
24,300

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 一般事務経費（保健）用等小口支払基金繰入金の支出について　２月分
2,880

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 一般事務経費（保健）用等小口支払基金繰入金の支出について　２月分
5,368

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 各種保健事業用ゴムバンド外２５点購入経費の支出について
9,828

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 児童委員活動に関する費用弁償（第4四半期分）の支払いについて【総合口座振替分】
2,264,125

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 平成30年度区職員児童福祉司任用前講習会にかかる普通旅費の支出について（平成30年4月5月分）
3,213

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査にかかる医師等報償金の支払について（平成３１年２月分）
292,030

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 各種保健事業用ゴムバンド外２５点購入経費の支出について
19,656

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 各種保健事業用ゴムバンド外２５点購入経費の支出について
13,500

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 需用費　消耗品費 各種保健事業用ゴムバンド外２５点購入経費の支出について
7,992

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 需用費　消耗品費 各種保健事業用ゴムバンド外２５点購入経費の支出について
4,536

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

需用費　消耗品費 各種保健事業用ゴムバンド外２５点購入経費の支出について
19,764

西成区役所 保健福祉課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

扶助費　其他扶助金 障がい者福祉事業用成年後見人の報酬助成にかかる費用の支出について
259,200

市会事務局 総務担当 平成31年03月04日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 市会事務局事務用　平成３０年度卒業式・保育修了式用「お祝いのことば」等の印刷にかかる作成経費の支出について
32,400

市会事務局 総務担当 平成31年03月04日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 市会事務局事務用　平成３０年度卒業式・保育修了式用「お祝いのことば」等の印刷にかかる作成経費の支出について
73,440

市会事務局 総務担当 平成31年03月05日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（２月分）の支出について
40,849

市会事務局 総務担当 平成31年03月11日 一般会計 議会費 議会費 事務費 報償費　報償金 市会事務局事務用　政務活動費専門委員にかかる報償金（平成３１年２月分）の支出について
100,000

市会事務局 総務担当 平成31年03月11日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（２月分）の支出について
40,306

市会事務局 総務担当 平成31年03月11日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス回線工事料金の支出について
2,160

市会事務局 総務担当 平成31年03月11日 一般会計 議会費 議会費 事務費 負担金、補助及交付金　交付金 市会議員用　政務活動費（平成３１年３月分）の支出について
43,605,000

市会事務局 総務担当 平成31年03月15日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　トナーカートリッジ外１１点の購入経費の支出について
205,038

市会事務局 総務担当 平成31年03月15日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（２月分）の支出について
30,080

市会事務局 総務担当 平成31年03月15日 一般会計 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局事務用ファクシミリ装置一式借入契約経費の支出について（２月分）
23,263

市会事務局 総務担当 平成31年03月15日 一般会計 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局事務用　平成３０年度庁内情報利用パソコン等機器（1台分）一式長期借入経費の支出について（２月分）
2,883

市会事務局 総務担当 平成31年03月15日 一般会計 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局事務用　平成３０年度ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（市会事務局）一式借入契約経費の支出について（２月分）
5,375

市会事務局 総務担当 平成31年03月15日 一般会計 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局事務用　平成３０年度庁内情報利用パソコン等機器（４０台分）一式長期借入経費の支出について（２月分）
85,714

市会事務局 総務担当 平成31年03月15日 一般会計 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局事務用　平成３０年度庁内情報利用パソコン用カラープリンタ機器長期借入経費の支出について（２月分）
4,644

市会事務局 総務担当 平成31年03月18日 一般会計 議会費 議会費 議員費 報酬　議員報酬 市会議員用　議員報酬の支出について（平成３１年３月分）（資金前渡受領者口座振込分）
81,500

市会事務局 総務担当 平成31年03月18日 一般会計 議会費 議会費 議員費 報酬　議員報酬 市会議員用　議員報酬の支出について（平成３１年３月分）（口座振込分等）
59,395,400

市会事務局 総務担当 平成31年03月18日 一般会計 議会費 議会費 議員費 報酬　議員報酬 市会議員用　議員報酬の支出について（平成３１年３月分）（住民税）
6,559,100

市会事務局 総務担当 平成31年03月18日 一般会計 議会費 議会費 事務費 旅費　普通旅費 市会事務局事務用　会議・研修出席等用出張旅費（２月分）の支出について
5,690

市会事務局 総務担当 平成31年03月18日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　平成３０年度乾式電子複写機使用料の支出について（２月分）（市会図書室）
3,175

市会事務局 総務担当 平成31年03月18日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　平成３０年度乾式電子複写機使用料の支出について（２月分）（市会事務局）
68,659

市会事務局 総務担当 平成31年03月18日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス回線工事料金の支出について
2,160

市会事務局 総務担当 平成31年03月19日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　燃料費 市会事務局事務用　正副議長車用ガソリン給油費（平成３１年１月分）の支出について
39,078

市会事務局 総務担当 平成31年03月19日 一般会計 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局事務用　議員等在席表示システム用サーバ機及び周辺機器　長期借入経費の支出について（平成３０年度２月分）
1,080

市会事務局 総務担当 平成31年03月19日 一般会計 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局事務用　正副議長車用ＥＴＣ利用高速道路通行料（平成３１年１月分）の支出について
19,030

市会事務局 総務担当 平成31年03月19日 一般会計 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局事務用　議員等在席表示システム端末機器一式　長期借入経費の支出について（平成３０年度２月分）
4,428

市会事務局 総務担当 平成31年03月19日 一般会計 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　船車賃借料 市会事務局事務用　市会事務局所管自家用普通乗用車一式借入経費の支出について（平成３０年度２月分）
111,240
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市会事務局 総務担当 平成31年03月20日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（２月分）の支出について
35,766

市会事務局 総務担当 平成31年03月22日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　電動ポットの購入経費の支出について
25,056

市会事務局 総務担当 平成31年03月25日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（２月分）の支出について
22,411

市会事務局 総務担当 平成31年03月26日 一般会計 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 市会事務局事務用　大阪市会事務局所管自家用普通乗用車運行管理業務委託長期継続契約の実施経費の支出について（平成３０年度２月分）
550,800

市会事務局 総務担当 平成31年03月29日 一般会計 議会費 議会費 事務費 旅費　特別旅費 市会事務局事務用　全国市議会議長会事務局への職員派遣経費の支出について
156,220

市会事務局 総務担当 平成31年03月29日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　角形２０号封筒の購入経費の支出について
37,800

市会事務局 総務担当 平成31年03月29日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　被服費 市会事務局事務用腕章の購入経費の支出について
19,980

市会事務局 総務担当 平成31年03月29日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　正副議長室パソコン用インターネット通信料の支出について（２月分）
4,840

市会事務局 総務担当 平成31年03月29日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（２月分）の支出について
19,170

市会事務局 総務担当 平成31年03月29日 一般会計 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 市会事務局事務用　大阪市会事務局所管自家用普通乗用車運行管理業務委託長期継続超過時間料（平成３１年２月分）の支出について
72,969

市会事務局 総務担当 平成31年03月29日 一般会計 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　船車賃借料 市会事務局事務用　宮中茶会出席に係る自動車借上げ経費の支出について
22,860

市会事務局 議事担当 平成31年03月18日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 市会事務局事務用　平成３０年１０月、１１月、１２月　大阪市会特別委員会記録　印刷製本経費の支出について
45,395

市会事務局 議事担当 平成31年03月18日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 市会事務局事務用　平成３０年１０月～１１月　大阪市会決算特別委員会記録　印刷製本経費の支出について
56,339

市会事務局 議事担当 平成31年03月18日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 市会事務局事務用　平成３０年９～１２月　大阪市会常任委員会記録（１１、１２月分）　印刷製本経費の支出について
59,582

市会事務局 政策調査担当 平成31年03月11日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会図書室運営用　図書・資料購入経費支出について
29,781

市会事務局 政策調査担当 平成31年03月11日 一般会計 議会費 議会費 事務費 備品購入費　図書購入費 市会図書室運営用　図書・資料購入経費支出について
91,530

市会事務局 政策調査担当 平成31年03月15日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 市会広報用　大阪市会時報（２０１９．２　No．２３５）の印刷経費の支出について
90,514

行政委員会事務局 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

監査委員費 旅費　委員旅費 監査委員用　「地方公共団体における内部統制・監査に関する研究会」への出席にかかる旅費支出負担行為決議兼支出命令について
19,120

行政委員会事務局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　コピー代金（２月分）の支出について
114,686

行政委員会事務局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等賃貸借料の支出について（平成２９年度　長期継続）（平成３１年２月分）
16,419

行政委員会事務局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等賃貸借料の支出について（平成２７年度　長期継続）（平成３１年２月分）
62,337

行政委員会事務局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等賃貸借料の支出について（平成２６年度　長期継続）（平成３１年２月分）
68,538

行政委員会事務局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　LGWAN接続系利用パソコン等賃貸借料（長期継続）（平成３１年２月分）の支出について
24,246

行政委員会事務局 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費（２月分）の支出について
65,168

行政委員会事務局 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　ＦＡＸトナーカートリッジ外１６件購入経費の支出について
95,820

行政委員会事務局 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 需用費　食糧費 一般事務用　お茶購入経費の支出について
10,497

行政委員会事務局 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 役務費　通信運搬費 一般事務用　料金後納郵便料（２月分）の支出について
35,173

行政委員会事務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 需用費　消耗品費 総務課事務用３連ロッカー（行政委員会事務局）購入経費の支出について
512,460

行政委員会事務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 役務費　通信運搬費 一般事務用　電話料金（２月分）の支出について
5,367

行政委員会事務局 監査課 平成31年03月11日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 負担金、補助及交付金　会費 監査事務用　研修受講にかかる会費の支出について（平成31年２月25日　日本内部監査協会開催分）
30,780

行政委員会事務局 監査課 平成31年03月15日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 需用費　印刷製本費 監査事務用　平成31年第１回監査報告書の印刷に係る支出について
107,692

行政委員会事務局 監査課 平成31年03月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 旅費　普通旅費 監査事務用　「平成30年度評価・監査中央セミナー」への参加にかかる旅費の支出について
37,954

行政委員会事務局 監査課 平成31年03月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 旅費　普通旅費 監査事務用　「地方公共団体における内部統制・監査に関する研究会（３月11日）」への出席にかかる旅費の支出について
38,800

行政委員会事務局 監査課 平成31年03月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 旅費　普通旅費 監査事務用　「地方公共団体における内部統制・監査に関する研究会（３月13日）」への出席にかかる旅費の支出について
38,800

行政委員会事務局 監査課 平成31年03月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 負担金、補助及交付金　会費 監査事務用　研修受講にかかる会費の支出について（平成31年３月７日～８日　日本経営協会開催分）
34,560

行政委員会事務局 監査課 平成31年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 報償費　報償金 監査事務用　監査部内研修実施にかかる講師への報償金等の支出について
87,760

行政委員会事務局 監査課 平成31年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 報償費　報償金 監査事務用　監査等業務委託事業者選考にかかる報償金等の支出について（平成31年３月１日開催分）
62,640

行政委員会事務局 任用調査課 平成31年03月08日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 需用費　消耗品費 任用事務用　オリタタミコンテナ外11点にかかる経費の支出について
150,224

行政委員会事務局 任用調査課 平成31年03月11日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 委託料　委託料 職員採用試験等関係書類（ご案内、要綱の概要）の点字訳にかかる支出について（５月試験）
113,780

行政委員会事務局 任用調査課 平成31年03月11日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 備品購入費　図書購入費 給与調査事務用図書「Excelでできる戦略人事のデータ分析入門」の購入経費の支出について
5,400

行政委員会事務局 任用調査課 平成31年03月13日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 需用費　印刷製本費 任用事務用　職員（事務行政（22－25）、大学卒程度等技術、大学卒程度社会福祉）採用試験要綱の調製及び同所要経費の支出について
163,684

行政委員会事務局 任用調査課 平成31年03月15日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 委託料　委託料 任用事務用　職員採用試験（６月試験）にかかる択一試験問題及び解答案の作成業務委託について
631,800

行政委員会事務局 任用調査課 平成31年03月15日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 任用システム用機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
126,036

行政委員会事務局 任用調査課 平成31年03月19日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 給与調査事務用　給与調査システム用機器一式長期借入料の支出について（平成31年２月）
24,840

行政委員会事務局 任用調査課 平成31年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 需用費　消耗品費 任用事務用　ポリ袋外２点にかかる経費の支出について
30,672

行政委員会事務局 任用調査課 平成31年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 需用費　消耗品費 任用事務用　任用事務関係書籍の購入及び同経費の支出について
17,496

行政委員会事務局 任用調査課 平成31年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 需用費　印刷製本費 任用事務用　「大阪市の仕事魅力ガイド」増刷にかかる経費の支出について
151,200
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行政委員会事務局 任用調査課 平成31年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 備品購入費　図書購入費 任用事務用　任用事務関係書籍の購入及び同経費の支出について
15,120

行政委員会事務局
選挙課（選挙費執行
用）

平成31年03月05日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 需用費　消耗品費 統一地方選挙用当選証書の作製経費の支出について
63,720

行政委員会事務局
選挙課（選挙費執行
用）

平成31年03月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 需用費　消耗品費 統一地方選挙選挙啓発用SDメモリーカードの購入について
95,580

行政委員会事務局
選挙課（選挙費執行
用）

平成31年03月22日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 需用費　消耗品費 統一地方選挙用抽選器外１件の作製経費の支出について
204,336

行政委員会事務局
選挙課（選挙費執行
用）

平成31年03月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 需用費　消耗品費 統一地方選挙用点字器の購入経費の支出について
137,600

行政委員会事務局
選挙課（選挙費執行
用）

平成31年03月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 統一地方選挙用投開票速報関係通信料の支出（２月分）について
77,931

行政委員会事務局
選挙課（選挙費執行
用）

平成31年03月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 役務費　通信運搬費 統一地方選挙用投開票速報関係通信料の支出（２月分）について
38,965

行政委員会事務局
選挙課（選挙費執行
用）

平成31年03月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 役務費　通信運搬費 統一地方選挙用投開票速報関係通信料の支出（２月分）について
38,965

行政委員会事務局
選挙課（選挙費執行
用）

平成31年03月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 需用費　消耗品費 統一地方選挙用管理者名札外２件の作製経費の支出について
330,372

行政委員会事務局
選挙課（選挙費執行
用）

平成31年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 需用費　消耗品費 統一地方選挙啓発用ウエットティッシュの作製経費の支出について
703,296

行政委員会事務局
選挙課（選挙費執行
用）

平成31年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 統一地方選挙用投開票速報関係通信料（３月分）の支出について
5,292

行政委員会事務局
選挙課（選挙費執行
用）

平成31年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 委託料　委託料 統一地方選挙啓発用啓発放送ＣＤ等作製業務委託経費の支出について
757,213

行政委員会事務局
選挙課（選挙費執行
用）

平成31年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 役務費　通信運搬費 統一地方選挙用投開票速報関係通信料（３月分）の支出について
2,646

行政委員会事務局
選挙課（選挙費執行
用）

平成31年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 役務費　通信運搬費 統一地方選挙用投開票速報関係通信料（３月分）の支出について
2,646

教育委員会事務局 総務課 平成31年03月11日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 教育委員会事務局における会議等の音声データ反訳による会議録等作成業務委託（1月分）
96,444

教育委員会事務局 総務課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 調度事務用　物価資料の買入に関する経費の支出について
19,560

教育委員会事務局 総務課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,002

教育委員会事務局 総務課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
528

教育委員会事務局 総務課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
9,331

教育委員会事務局 総務課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,841

教育委員会事務局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　平成30年度　庁内情報利用パソコン等機器（教育委員会事務局）一式長期借入及び同経費の支出について（２月分）
40,176

教育委員会事務局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　平成30年度　庁内情報利用パソコン等機器（教育委員会事務局）一式　長期借入及び同経費の支出について（２月分）
31,063

教育委員会事務局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　平成30年度　ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器一式　長期借入契約にかかる経費の支出について（２月分）
42,660

教育委員会事務局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　平成30年度　庁内情報利用パソコン等機器（教育委員会事務局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
655,797

教育委員会事務局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　平成30年度庁内情報利用パソコン等機器（教育委員会事務局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
1,190,258

教育委員会事務局 総務課 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 調度事務用　製本ラベル外４点の買入及び同所要経費の支出について
21,602

教育委員会事務局 総務課 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 一般管理用　大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供にかかる通信運搬費の支出について（２月分）
147,420

教育委員会事務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 旅費　普通旅費 一般管理用　市内出張交通費の支出について（５月分）
1,040

教育委員会事務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 旅費　普通旅費 一般管理用　市内出張交通費の支出について（９月分）
360

教育委員会事務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 旅費　普通旅費 一般管理用　市内出張交通費の支出について（１２月分）
600

教育委員会事務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 一般管理用　市内出張交通費の支出について（５・８月分）
2,480

教育委員会事務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　複写機使用にかかるコピー代金等の支出について（２月分）
313,682

教育委員会事務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 調度事務用　追録「地方公共団体　契約実務の要点（95-98号）」の買入及び同所要経費の支出について
9,976

教育委員会事務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　鉛筆型シャープペンシル外37点買入および同所要経費の支出について
49,572

教育委員会事務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
440

教育委員会事務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 一般管理用　郵便料金等の経費支出について（２月分）
182,474

教育委員会事務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 教育委員会事務局における会議等の音声データ反訳による会議録等作成業務委託（２月分）
98,496

教育委員会事務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　平成３０年度ファクシミリ装置一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
40,986

教育委員会事務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
1,394

教育委員会事務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
4,980

教育委員会事務局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
1,640

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 用地管理用近接地管外及び市内出張交通費の支出について（１月分）
33,167

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 校舎建設用近接地管外及び市内出張交通費の支出について（１月分）
34,211

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 校舎補修等事業用近接地管外及び市内出張旅費の支出について（１月分）
98,822

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 学校管理用　平成30年度簡易専用水道定期検査業務委託の実施経費の支出について（契約変更３回目）
5,400

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 学校管理用　平成30年度簡易専用水道定期検査業務委託の実施経費の支出について（契約変更３回目）
621,000

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 学校管理用　平成30年度簡易専用水道定期検査業務委託の実施経費の支出について（契約変更３回目）
388,800
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教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 学校管理用　平成30年度簡易専用水道定期検査業務委託の実施経費の支出について（契約変更３回目）
145,800

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 内部設備整備用、教卓外8点買入並びに同経費の支出について（第２回目）
1,608,498

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 内部設備整備用、教卓外8点買入並びに同経費の支出について（第２回目）
39,258

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 学校管理用　大阪市立学校貯水槽清掃業務委託（４ブロック）（西区、外３区（５１校））の実施経費の支出について（2月分）
6,480

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 学校管理用　大阪市立学校貯水槽清掃業務委託（４ブロック）（西区、外３区（５１校））の実施経費の支出について（2月分）
25,920

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　大阪市立学校貯水槽清掃業務委託（４ブロック）（西区、外３区（５１校））の実施経費の支出について（2月分）
135,000

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　大阪市立学校貯水槽清掃業務委託（４ブロック）（西区、外３区（５１校））の実施経費の支出について（2月分）
81,000

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 校舎建設事務用「建築関係　用語・手続事典　４８・４９号」の購入経費の支出について
7,745

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 校舎建設事務用 「建築基準法質疑応答集１９７-２０６号」外２点の購入経費の支出について
39,586

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 校舎建設事務用「建築関係　用語・手続事典　５０号」の購入経費の支出について
4,371

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 校舎補修等整備事業用「産業教育関係執務提要　325－334号」の購入経費の支出について
22,310

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 役務費　手数料 塩草立葉小学校増築その他工事にかかる構造計算適合性判定手数料
185,700

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、大阪市立学校貯水槽清掃業務委託（７ブロック）（東住吉区、外１区（４３校））の実施経費の支出について（12月分）うち2校
97,416

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 用地管理用　エンジンチェーンソー　外２点の購入及び同所要経費の支出について
45,360

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 役務費　通信運搬費 大阪市立開平小学校収蔵品の運搬業務委託経費の支出について【実施決裁済】
1,980,524

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 施設整備業務管理システム利用パソコン等一式借入の実施経費の支出について（２月分）
56,573

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 施設整備業務管理システム利用パソコン等一式借入の実施経費の支出について（２月分）
17,407

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　四貫島小借地料（２月分）の支出について
4,041,255

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　十三小学校借地料（２月分）の支出について（実施決裁済み）
794,594

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　南中学校借地料（２月分）の支出について
1,155,672

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 ICT事業用近接地管外及び市内出張旅費の支出について（2月分）
2,200

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 内部設備整備用、フロアシート外2点の買入経費の支出について
887,760

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 住吉中学校防球ネット復旧工事経費の支出について（台風21号関係）【実施決裁済】
5,292,000

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 旭東中学校集会室屋根補修工事費の支出について（台風21号関係）【実施決裁済】
6,966,000

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 平成30年度教育委員会事務局保管低濃度ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物(トランス等)収集運搬業務委託経費の支出について
1,391,040

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 平成30年度教育委員会事務局保管低濃度ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物(トランス等)収集運搬業務委託経費の支出について
596,160

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 施設整備業務管理システム利用パソコン等一式借入の実施経費の支出について（２月分）
5,463

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 施設整備業務管理システム利用パソコン等一式借入の実施経費の支出について（２月分）
60,093

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 内部設備整備用、フロアシート外2点の買入経費の支出について
58,320

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 理科教育等設備整備事業用、鉄製スタンド（その２）の購入経費の支出について
1,421,064

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 内部設備整備用　教卓買入経費の支出について
18,576

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 歌島中学校改築に伴う公共下水道施設工事事務監理費の支出について
89,856

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 廃校管理用もと市岡商業高等学校の機械警備業務委託費の支出について（２月分）
15,660

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 廃校管理用もと梅田東小学校の機械警備業務委託費の支出について（２月分）
8,100

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 廃校管理用もと立葉小学校の機械警備業務委託費の支出について（２月分）
8,532

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 廃校管理用もと大和川小学校の機械警備業務委託費の支出について（２月分）
15,120

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 廃校管理用もと西淡路小学校の機械警備業務委託費の支出について（２月分）
36,180

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 廃校管理用もと此花総合高等学校の機械警備業務委託費の支出について（２月分）
25,920

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 廃校管理用もと北天満小学校の機械警備業務委託費の支出について（２月分）
32,346

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 廃校管理用もと難波特別支援学校の機械警備業務委託費の支出について（２月分）
8,532

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 老朽鉄筋校舎改築事業にかかる仮設校舎の建設及び賃貸借契約の実施並びに同所要経費の支出について（南住吉小学校）（平成３１年２月分）
4,050,000

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 田中小学校仮設校舎一式借入の実施並びに同所要経費の支出について（平成３１年２月分）
1,409,400

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 老朽鉄筋校舎改築事業にかかる仮設校舎の建設及び賃貸借契約の実施並びに同所要経費の支出について（都島中学校）（平成３１年２月分）
4,860,000

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 老朽鉄筋校舎改築事業にかかる仮設校舎の建設及び賃貸借契約の実施並びに同所要経費の支出について（小松小学校）（平成３１年２月分）
2,624,400

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 児童・生徒数の増加に伴う新増築事業にかかる仮設校舎の建設及び賃貸借契約の実施並びに同所要経費の支出について（上福島小学校）
3,736,800

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 丸山小学校仮設校舎一式借入にかかる所要経費の支出について（平成３１年２月分）
2,653,132

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 大桐中学校プール改築に伴う下水道引き込み工事にかかる事務管理費の支出について
89,856
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教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 校舎補修等整備事業用　ふせん（混色）外２４点の購入及び同所要経費の支出について
45,082

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 内部設備整備用　司会者台買入経費の支出について
65,880

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 内部設備整備用、講堂用長椅子外1点　買入経費の支出について
1,632,960

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 もと津守小学校建物貸付にかかる賃料鑑定業務（概算契約）の実施並びに同所要経費の支出について
237,276

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 廃校管理用もと長吉六反小学校の機械警備業務委託経費の支出について（２月分）
31,914

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 廃校管理用もと津守小学校の機械警備業務委託費の支出について（２月分）
27,108

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 廃校管理用もと南港緑小学校の機械警備業務委託費の支出について（２月分）
27,108

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 内部設備整備用、講堂用長椅子外1点　買入経費の支出について
62,640

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 校舎補修等事業用近接地管外及び市内出張旅費の支出について（２月分）
109,923

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 校舎建設用近接地管外及び市内出張交通費の支出について（２月分）
52,939

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 用地管理用近接地管外及び市内出張交通費の支出について（２月分）
30,452

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 机・椅子整備事業用、上下可動式机、外7点買入経費の支出について
411,264

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 もと市岡商業高校樹木伐採業務委託費の支出について
2,124,360

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 机・椅子整備事業用、上下可動式机、外7点買入経費の支出について
788,292

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 学校管理用、学校機械警備業務委託（３ブロック）にかかる実施経費の支出について（２月分）
4,860

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（８ブロック）長期継続の実施経費の支出について（２月分）
25,804

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（5ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（２月分）
1,001,171

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、大阪市立学校機械警備業務委託（4ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（２月分）
775,062

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、学校機械警備業務委託（２ブロック）にかかる実施経費の支出について（２月分）
1,155,060

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（８ブロック）長期継続の実施経費の支出について（２月分）
954,764

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（６ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（２月分）
1,221,793

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、学校機械警備業務委託（１ブロック）にかかる実施経費の支出について（２月分）
1,018,980

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、学校機械警備業務委託（３ブロック）にかかる実施経費の支出について（２月分）
907,308

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、大阪市立学校機械警備業務委託（4ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（２月分）
325,026

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、学校機械警備業務委託（１ブロック）にかかる実施経費の支出について（２月分）
440,640

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、学校機械警備業務委託（２ブロック）にかかる実施経費の支出について（２月分）
484,380

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（６ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（２月分）
441,925

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（８ブロック）長期継続の実施経費の支出について（２月分）
541,893

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（5ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（２月分）
395,199

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、学校機械警備業務委託（３ブロック）にかかる実施経費の支出について（２月分）
455,274

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　巽中学校借地料（３月分）の支出について
7,881,376

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（5ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（２月分）
52,693

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、学校機械警備業務委託（３ブロック）にかかる実施経費の支出について（２月分）
171,180

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、学校機械警備業務委託（１ブロック）にかかる実施経費の支出について（２月分）
55,080

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（６ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（２月分）
51,991

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、学校機械警備業務委託（２ブロック）にかかる実施経費の支出について（２月分）
74,520

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、大阪市立学校機械警備業務委託（4ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（２月分）
189,625

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（８ブロック）長期継続の実施経費の支出について（２月分）
25,805

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 東都島小学校プール更衣室屋根復旧工事の実施及び同所要経費の支出について（台風21号関係）【実施決裁済】
2,214,000

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 学校教育ＩＣＴ活用事業にかかる北東地域学校情報設備工事設計業務委託費の支出について
8,942,400

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（８ブロック）長期継続の実施経費の支出について（２月分）
25,804

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 もと難波特別支援学校（木津川）樹木伐採業務委託費の支出について
324,000

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 学校管理用、学校機械警備業務委託（３ブロック）にかかる実施経費の支出について（２月分）
46,980

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 学校教育ＩＣＴ活用事業にかかる北西地域学校情報設備工事設計業務委託費の支出について
8,316,000

教育委員会事務局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成３０年度　用地管理用もと愛日小学校関連施設設置料（Ｂ棟）にかかる経費の支出について
64,800

教育委員会事務局 学事課 平成31年03月11日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 学事課市内出張交通費（７～９月分）の支出について
119,581

教育委員会事務局 学事課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成31年度高等学校入学者選抜における物品運搬業務委託の実施及び経費の支出について
23,760
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教育委員会事務局 学事課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 高等学校等奨学金事業用受取人払郵便料金の支出について（31年2月分）
7,131

教育委員会事務局 教育政策課 平成31年03月04日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「学校力UP支援事業」の指導助言にかかる講師謝礼金の支出について
32,740

教育委員会事務局 教育政策課 平成31年03月05日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成30年度「隣接型小中一貫校に伴う充実した教育環境の確保」に向けた学習支援員の報償金の支払いについて（１月分）
110,400

教育委員会事務局 教育政策課 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 平成30年度　港区日本語サポート事業（帰国・来日等の児童生徒に対する学習サポート）のサポーター配置にかかる報償金の支出について（平成31年１月分）
39,354

教育委員会事務局 教育政策課 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 平成30年度　港区戦略支援予算(区次長枠)　教育相談(スクールソーシャルワーカー等巡回・派遣)事業にかかる報償金の支出について(平成31年１月分)
80,018

教育委員会事務局 教育政策課 平成31年03月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 平成30年度　港区戦略支援予算(区次長枠)　教育相談(スクールソーシャルワーカー等巡回・派遣)事業にかかる報償金の支出について(平成31年１月分)
66,642

教育委員会事務局 教育政策課 平成31年03月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 平成30年度　港区日本語サポート事業（帰国・来日等の児童生徒に対する学習サポート）のサポーター配置にかかる報償金の支出について（平成31年１月分）
27,173

教育委員会事務局 教育政策課 平成31年03月06日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「学校力UP支援事業」の指導助言に係る講師謝礼金の支出について
15,060

教育委員会事務局 教育政策課 平成31年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 水都国際中学校・高等学校開校準備業務委託の実施にかかる経費の支出について（１２、１月分）
24,402,872

教育委員会事務局 教育政策課 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 「学校力UP支援事業」にかかる管外出張の実施及び同旅費の支出について
29,240

教育委員会事務局 教育政策課 平成31年03月11日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 「学校力UP支援事業」にかかる管外出張の実施及び同旅費の支出について
14,620

教育委員会事務局 教育政策課 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 鶴見区校長経営戦略支援予算（区担当教育次長執行枠）漢字能力検定の実施及び同経費の支出について
92,875

教育委員会事務局 教育政策課 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 鶴見区校長経営戦略支援予算（区担当教育次長執行枠）漢字能力検定の実施及び同経費の支出について
113,875

教育委員会事務局 教育政策課 平成31年03月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「学校力UP支援事業」の指導助言にかかる講師謝礼金の支出について
13,240

教育委員会事務局 教育政策課 平成31年03月13日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金
学力・学習履歴等データの有効活用における学力向上のための教育ビッグデータ検討プロジェクトチーム作業部会に係る有識者の知見活用（2月8日）の報償金
の支出について 11,360

教育委員会事務局 教育政策課 平成31年03月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「学校力UP支援事業」の指導助言に係る講師謝礼金の支出について
15,060

教育委員会事務局 教育政策課 平成31年03月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「学校力UP支援事業」の指導助言にかかる講師謝礼金の支出について
17,960

教育委員会事務局 教育政策課 平成31年03月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「学校力UP支援事業」の指導助言に係る講師謝礼金の支出について
15,060

教育委員会事務局 教育政策課 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「学校力UP支援事業」の算数科研修会にかかる講師謝礼金の支出について
19,460

教育委員会事務局 教育政策課 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 平成30年度西淀川区校長経営戦略支援予算（区次長枠）プログラミング教育推進事業における「micro：bit体験授業」にかかる講師謝礼金の支出について
35,500

教育委員会事務局 教育政策課 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 鶴見区校長経営戦略支援予算区担当教育次長執行枠「教育活動サポート事業」用サポーター報償金に係る経費の支出について（１月分）
380,740

教育委員会事務局 教育政策課 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 平成30年度西淀川区校長経営戦略支援予算（区次長枠）プログラミング教育推進事業「micro:bitをはじめようキット」の購入にかかる経費の支出について
1,676,505

教育委員会事務局 教育政策課 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 鶴見区校長経営戦略支援予算区担当教育次長執行枠「教育活動サポート事業」用サポーター報償金に係る経費の支出について（１月分）
102,000

教育委員会事務局 教育政策課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成30年度西区戦略支援予算（区次長枠）英語コミュニケーション力向上事業務委託にかかる経費の支出について（第４回中間）
107,529

教育委員会事務局 教育政策課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成30年度西区戦略支援予算（区次長枠）英語コミュニケーション力向上事業務委託にかかる経費の支出について（第４回中間）
40,323

教育委員会事務局 教育政策課 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 平成３０年度　港区戦略支援予算（区次長枠）教育相談（スクールソーシャルワーカー等巡回・派遣）事業にかかる報償金の支出について（平成３１年２月分）
13,860

教育委員会事務局 教育政策課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「学校力UP支援事業」の指導助言にかかる講師謝礼金の支出について
25,450

教育委員会事務局 教育政策課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「学校力UP支援事業」の指導助言に係る講師謝礼金の支出について
15,060

教育委員会事務局 教育政策課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 水都国際中学校・高等学校用トイレットペーパー外11点の購入経費の支出について
103,626

教育委員会事務局 教育政策課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 水都国際中学校・高等学校用草刈機の購入経費の支出について
118,800

教育委員会事務局 教育政策課 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「学校力UP支援事業」の指導助言に係る講師謝礼金の支出について
15,060

教育委員会事務局 教育政策課 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 「学校力UP支援事業」にかかる管外出張の実施及び同旅費の支出について
38,300

教育委員会事務局 教育政策課 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「スクールソーシャルワーカー巡回・派遣事業」にかかる報償金の支出について（２月分）
177,457

教育委員会事務局 教育政策課 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「スクールソーシャルワーカー巡回・派遣事業」にかかる報償金の支出について（２月分）
89,573

教育委員会事務局 教育政策課 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 水都国際中学校・高等学校用ガスコンロの購入経費の支出について
46,335

教育委員会事務局 教育政策課 平成31年03月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 水都国際中学校・高等学校用電気ケトル外9点の購入経費の支出について
533,779

教育委員会事務局 教育政策課 平成31年03月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 水都国際中学校・高等学校用教材得点板外80点の購入経費の支出について
2,519,057

教育委員会事務局 教育政策課 平成31年03月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 水都国際中学校・高等学校用電気ケトル外9点の購入経費の支出について
606,744

教育委員会事務局 教育政策課 平成31年03月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 水都国際中学校・高等学校用教材得点板外80点の購入経費の支出について
1,786,903

教育委員会事務局 教育政策課 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 教育政策課一般事務用　ドラムカートリッジ外1点の購入及び所要経費の支出について
60,804

教育委員会事務局 教育政策課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「学校力UP支援事業」の指導助言にかかる講師謝礼金の支出について
9,960

教育委員会事務局 教育政策課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「学校力UP支援事業」の指導助言に係る講師謝礼金の支出について
15,060

教育委員会事務局 教育政策課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 平成30年度西淀川区校長経営戦略支援予算（区次長枠）プログラミング教育推進事業における「micro：bit体験授業」にかかる講師謝礼金の支出について
90,700

教育委員会事務局 教育政策課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 スクールソーシャルワーカーの巡回・派遣事業用携帯電話にかかる経費の支出について（２月使用分）
2,657

教育委員会事務局 教育政策課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 スクールソーシャルワーカーの巡回・派遣事業用携帯電話にかかる経費の支出について（２月使用分）
1,341

教育委員会事務局 教育政策課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 水都国際中学校・高等学校用ミキサー外14点の購入経費の支出について
150,768

教育委員会事務局 教育政策課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 水都国際中学校・高等学校用事務用机外５件の購入経費の支出について
511,488
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教育委員会事務局 教育政策課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 水都国際中学校・高等学校用教室用机椅子の購入経費の支出について
1,744,632

教育委員会事務局 教育政策課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 水都国際中学校・高等学校用ごみ袋（45L)外31点の購入経費の支出について
465,912

教育委員会事務局 教育政策課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 水都国際中学校・高等学校用事務用机外５件の購入経費の支出について
1,108,512

教育委員会事務局 教育政策課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 水都国際中学校・高等学校用ミキサー外14点の購入経費の支出について
401,868

教育委員会事務局 教育政策課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 水都国際中学校・高等学校用教師用実験台１外６件の購入経費の支出について
6,348,240

教育委員会事務局 文化財保護課 平成31年03月12日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 東淀川区埋蔵文化財発掘調査・収蔵施設における水道代（平成31年2月分）の支出について
29,299

教育委員会事務局 文化財保護課 平成31年03月12日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 使用料及賃借料　使用料 文化財保護課事務用ファクシミリ装置一式長期借入および同所要経費の支出について（平成31年2月分）
5,086

教育委員会事務局 文化財保護課 平成31年03月19日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 埋蔵文化財調査・収蔵施設における電気料金（平成31年2月分）の支出について
84,018

教育委員会事務局 文化財保護課 平成31年03月19日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 委託料　委託料 埋蔵文化財発掘調査・収蔵施設、淡路土地区画整理事務所清掃業務委託（長期継続）にかかる契約及び経費の支出について（平成31年2月分）
37,200

教育委員会事務局 文化財保護課 平成31年03月19日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 委託料　委託料 埋蔵文化財発掘調査・収蔵施設および淡路土地区画整理事務所の機械警備業務委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
5,616

教育委員会事務局 文化財保護課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 旅費　普通旅費 特別史跡大坂城整備計画についての文化庁協議にかかる管外出張旅費の支出について
28,700

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立放出小学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（１月分）
1,601,379

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立榎並小学校給食調理等業務委託経費の支出について（１月分）
1,678,320

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立横堤小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（１月分）
1,941,543

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立古市小学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（１月分）
1,379,428

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立啓発小学校・中島中学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（１月分）
3,825,900

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立横堤小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（１月分）
4,352,454

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立古市小学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（１月分）
2,439,001

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立放出小学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（１月分）
3,197,472

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月05日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 委託料　委託料 「中学校給食に関するアンケート」のデータ入力・集計業務委託（概算契約）の実施並びに同経費の支出について
287,820

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用屋外冷蔵庫（2000L）買入（三国小学校外１校）の経費の支出について
683,424

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用屋外冷蔵庫（2000Lキャスター付）買入（その３）の経費の支出について
430,920

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月08日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 旅費　其他委員等旅費 学校給食にかかる市内出張交通費等の支出について（学校給食課・非常勤職員１月分）
8,740

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月08日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 旅費　普通旅費 学校給食にかかる市内出張交通費等の支出について（学校給食課１月分）
28,935

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 学校給食用牛乳保冷庫、保存食用冷凍庫修理等業務委託の経費の支出について
93,312

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月12日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 委託料　委託料 学校給食食品細菌検査業務委託経費の支出について（２月分）
106,110

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 学校給食用移動台外１点買入（その２）の経費の支出について
32,400

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 学校給食用屋外冷蔵庫外２点据付等業務委託の経費の支出について
160,000

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 学校給食用屋外冷蔵庫外２点据付等業務委託の経費の支出について
218,000

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 学校給食用焼き物機修理等業務委託の経費の支出について
32,767

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用移動台外１点買入（その２）の経費の支出について
86,400

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用牛乳保冷庫（大淀小学校外３校）買入の経費の支出について
1,434,240

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 学校給食用水道蛇口フィルター買入の経費の支出について
82,080

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 学校給食用屋外冷蔵庫据付等業務委託の実施並びに同所要経費の支出について
32,400

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 学校給食用食器消毒保管庫修理等業務委託の経費の支出について
34,884

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月15日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 委託料　委託料 平成30年度検便検査にかかる業務委託経費の支出について（２月分）
250,511

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市中学校給食システム運用保守業務の委託並びに同経費の支出について（平成３１年２月分）
356,400

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立難波元町小学校給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
1,309,500

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立育和小学校給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
1,845,000

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立晴明丘小学校給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
1,863,000

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立長居小学校給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
2,187,000

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立大領小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（２月分）
1,637,280

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立西九条小学校給食調理等業務委託長期継続の経費の支出について（２月分）
1,525,500

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立新高小学校外2校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（２月分）
2,422,213

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立榎本小学校給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
2,364,120

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立堀江小学校外１校給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
5,101,228

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立岸里小学校外１校給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
1,728,000
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教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立豊崎東小学校給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
1,182,600

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立平野小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（２月分）
3,931,931

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中本小学校外３校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（２月分）
3,093,120

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立依羅小学校外3校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（２月分）
1,706,400

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立聖和小学校外４校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（２月分）
4,810,773

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立北恩加島小学校外3校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（２月分）
1,047,644

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立柏里小学校給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
1,336,500

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立日吉小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（２月分）
3,494,453

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立阿倍野小学校給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
1,081,917

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立茨田小学校給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
1,466,640

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立三軒家東小学校給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
1,553,040

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立長吉出戸小学校外１校給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
3,878,280

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立南港桜小学校給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
2,031,000

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立喜連小学校給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
1,504,656

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立加島小学校給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
1,630,800

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立玉出小学校給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
1,456,920

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立田辺小学校外1校給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
2,666,250

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立古市小学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（２月分）
1,379,428

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立横堤小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（２月分）
1,941,543

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立住之江小学校外３校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（２月分）
6,273,319

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立井高野小学校外１校給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
3,714,600

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立榎並小学校給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
1,678,320

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立新森小路小学校給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
1,957,770

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立加賀屋東小学校外3校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（２月分）
2,385,712

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立新今宮小学校・今宮中学校給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
1,350,683

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立田川小学校外2校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（２月分）
2,284,539

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中央小学校給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
2,502,000

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立諏訪小学校給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
2,154,600

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立南住吉小学校給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
2,003,400

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立東都島小学校外３校給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
6,048,000

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立菅原小学校給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
2,051,460

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立築港小学校給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
1,115,991

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立三国小学校外２校給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
3,889,382

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立片江小学校給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
1,554,066

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立姫島小学校外2校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（２月分）
1,661,040

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立豊新小学校外2校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（２月分）
2,408,538

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立豊仁小学校外1校給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
2,642,760

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立海老江西小学校外３校給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
6,021,000

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立瓜破小学校外3校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（２月分）
2,816,107

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立巽南小学校外３校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の実施並びに同経費の支出について
4,215,976

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中津小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（２月分）
856,043

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立淀川小学校外1校給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
3,229,200

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立鶴見南小学校給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
2,820,000

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立金塚小学校外３校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（２月分）
2,296,884

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立田中小学校外４校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（２月分）
2,878,904

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立北巽小学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（２月分）
1,710,269

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立宮原小学校給食調理等業務委託長期継続の経費の支出について（２月分）
1,739,880



平成30年度（平成31年３月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立弁天小学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（２月分）
1,726,013

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立鯰江小学校給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
2,527,200

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立高見小学校給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
1,614,600

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立御幣島小学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（２月分）
878,948

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立放出小学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（２月分）
1,601,379

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立真田山小学校給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
2,058,480

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立加美小学校外２校給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
5,189,108

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立伝法小学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（２月分）
992,102

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立九条北小学校給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
1,096,740

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小松小学校給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
1,998,000

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立すみれ小学校外２校給食調理等業務委託長期継続の経費の支出について（２月分）
5,989,500

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立新東三国小学校給食調理等業務委託長期継続の同経費の支出について（２月分）
1,083,240

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立桜宮小学校給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
1,206,900

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立南百済小学校給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
1,556,820

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立姫里小学校外１校給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
1,728,000

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立田川小学校外2校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（２月分）
2,837,002

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立姫里小学校外１校給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
1,728,000

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立豊崎中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（２月分）
807,840

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立横堤小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（２月分）
4,524,174

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立伝法小学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（２月分）
4,478,098

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立野田小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（２月分）
5,535,066

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立御幣島小学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（２月分）
2,302,192

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立大宮中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（２月分）
687,744

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立桜宮中学校給食調理・配送・配膳業務委託経費の支出について（２月分）
2,646,000

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立住之江小学校外３校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（２月分）
1,642,151

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立放出小学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（２月分）
3,440,457

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立瓜破小学校外3校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（２月分）
5,723,588

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立滝川小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（２月分）
2,300,400

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立姫島小学校外2校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（２月分）
4,433,169

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立城東中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（２月分）
937,008

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立此花中学校給食調理・配送・配膳業務委託経費の支出について（２月分）
2,165,274

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立八阪中学校給食調理・配送・配膳業務委託経費の支出について（２月分）
2,823,606

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立東三国中学校給食調理・配送・配膳等業務委託の経費の支出について（２月分）
2,844,362

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立佃中学校給食調理・配送・配膳業務委託経費の支出について（２月分）
2,525,973

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立大和川中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（２月分）
841,320

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立長吉中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（２月分）
851,904

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立勝山中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（２月分）
670,464

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立北巽小学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（２月分）
2,535,977

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立鶴橋中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（２月分）
796,176

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立宮原中学校給食調理・配送・配膳業務委託経費の支出について（２月分）
3,367,647

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立田中小学校外４校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（２月分）
5,382,869

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立金塚小学校外３校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（２月分）
5,230,878

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立啓発小学校・中島中学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（２月分）
4,020,300

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中本小学校外３校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（２月分）
3,788,328

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立港中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（２月分）
797,040

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立新高小学校外2校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（２月分）
3,526,921

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立大池中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（２月分）
712,368
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教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立築港中学校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（２月分）
2,659,872

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立鶴町小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（２月分）
2,403,000

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立岸里小学校外１校給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
1,536,084

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立古市小学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（２月分）
2,869,183

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立豊新小学校外2校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（２月分）
3,262,676

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立東都島小学校外３校給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
1,301,400

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立阿倍野中学校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（２月分）
2,516,732

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立巽南小学校外３校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の実施並びに同経費の支出について
2,257,004

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中津小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（２月分）
1,647,154

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立田島中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（２月分）
796,176

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立矢田中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（２月分）
841,320

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立新豊崎中学校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（２月分）
2,500,470

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立天下茶屋中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（２月分）
687,744

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立梅南中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（２月分）
687,744

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立加賀屋東小学校外3校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（２月分）
5,993,085

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立加美東小学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（２月分）
4,459,320

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立相生中学校給食調理・配送・配膳業務委託（第１・２学年及び教職員分）経費の支出について（２月分）
2,576,618

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立新生野中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（２月分）
752,760

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立平野小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（２月分）
2,827,465

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立長吉六反中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（２月分）
752,760

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立相生中学校給食調理・配送・配膳業務委託（第３学年分）経費の支出について（２月分）
2,594,160

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立聖和小学校外４校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（２月分）
5,844,463

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立西中学校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（２月分）
2,846,203

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立淀川中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（２月分）
841,320

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立井高野中学校給食調理・配送・配膳業務委託経費の支出について（２月分）
2,687,963

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立新今宮小学校・今宮中学校給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
941,317

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立大隅東小学校外2校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（２月分）
5,193,180

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立北恩加島小学校外3校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（２月分）
7,432,516

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立南港みなみ小学校・南港南中学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（２月分）
3,400,380

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立弁天小学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（２月分）
1,978,387

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立玉出中学校給食調理・配送・配膳業務委託経費の支出について（２月分）
2,784,240

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立依羅小学校外3校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（２月分）
7,502,355

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立矢田小学校・矢田南中学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（２月分）
4,624,675

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立日吉小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（２月分）
3,840,021

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立高殿小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（２月分）
2,888,460

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立高倉中学校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（２月分）
2,710,168

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立浪速小学校・日本橋中学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（２月分）
4,222,125

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立大領小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（２月分）
3,982,770

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立夕陽丘中学校給食調理・配送・配膳業務委託経費の支出について（２月分）
2,898,936

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立美津島中学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（２月分）
4,137,912

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立東陽中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（２月分）
772,920

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用業務用給湯器買入（喜連西小学校）の経費の支出について
354,564

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立南大江小学校給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
1,636,200

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立大正中央中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（2月分）
859,731

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立今市中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（2月分）
442,818

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立野田中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（2月分）
773,604

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立高津中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（2月分）
878,199
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教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立玉津中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（2月分）
651,456

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立柴島中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（２月分）
1,292,760

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立難波中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（2月分）
723,984

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立矢田西中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（2月分）
859,731

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立春日出中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（2月分）
774,687

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立東生野中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（2月分）
773,604

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立木津中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（2月分）
769,233

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立都島中学校給食調理・配送・配膳業務委託経費の支出について（２月分）
2,982,960

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立市岡東中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（2月分）
732,888

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立住吉中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（２月分）
1,251,720

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立鶴見橋中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（2月分）
859,731

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立生野中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（2月分）
652,368

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用業務用給湯器買入（もと南港緑小学校）の経費の支出について
378,000

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用業務用給湯器（中津小学校外1校）買入の経費の支出について
810,000

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立学校給食用食材提供業務委託経費の支出について（２月分食材費）
278,413,786

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用物資製品パン購入経費の支出について（２月分）
50,084,849

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用牛乳購入経費の支出について（２月分）
128,916,014

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用物資精米・委託米飯購入経費の支出について（２月分）
64,658,697

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校給食用食材提供業務委託経費の支出について（２月分食材提供業務）
26,081,755

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校給食用食材提供業務委託（平成30年度移行校分）経費の支出について（２月分）
1,145,802

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立学校給食用食材提供業務委託経費の支出について（２月分食材費）
89,101,518

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（中ブロック）にかかる経費の支出について（２月分）
6,367,920

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（南ブロック）にかかる経費の支出について（２月分）
8,438,550

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用牛乳購入経費の支出について（２月分）
34,504,965

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用物資製品パン購入経費の支出について（２月分）
10,791,726

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（北ブロック）にかかる経費の支出について（２月分）
4,226,717

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用物資精米・委託米飯購入経費の支出について（２月分）
22,367,655

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（中ブロック）にかかる経費の支出について（２月分）
12,205,203

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校給食用食材提供業務委託経費の支出について（２月分食材提供業務）
4,204,945

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校給食用食材提供業務委託（平成30年度移行校分）経費の支出について（２月分）
527,471

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（南ブロック）にかかる経費の支出について（２月分）
15,290,556

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（北ブロック）にかかる経費の支出について（２月分）
7,908,231

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 学校給食用調理釜修理等業務委託の経費の支出について
542,386

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 学校給食用スープ取りざるの買入並びに同経費の支出について
213,840

教育委員会事務局 学校給食課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用スポットクーラーの買入について
276,048

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 弁護士相談にかかる弁護士報酬の経費支出について（興和法律事務所）
175,500

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 弁護士相談にかかる弁護士報酬の経費支出について（色川法律事務所）
417,600

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事異動事務用　教職員人事担当資料室　コピー代の支出について（Ｈ３１年１月分）
27

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　追録（公立学校管理運営執務提要）買入経費の支出について
13,842

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 事業班運営用　エンジンチェーンソー外１点の購入にかかる経費の支出について
77,220

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事異動事務用　教職員人事担当管理主事室　コピー代の支出について（Ｈ３１年１月分）
3,759

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 教職員資質向上推進事務用　資質向上推進室　コピー代の支出について（Ｈ３１年１月分）
14,300

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成31年03月11日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 大阪市教職員の分限処分に関する要綱に基づく特別研修等の講師謝礼の支出について
41,120

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成31年03月12日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　追録（教職員服務関係実務ハンドブック）買入経費の支出について
5,832

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成31年03月14日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当　市内等出張交通費（１月分）の支出について
65,352

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当（管理主事）出張交通費（１月分）の支出について
6,758

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事管理事務用　再生トナーカートリッジの購入及び同所要経費の支出について
64,638
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教育委員会事務局 教職員人事担当 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成30年度　校園文書等逓送業務委託経費（２月分）の支払いについて
3,281,040

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 人事監察委員（教職員分限懲戒部会）の委員報酬の支出について（平成３１年２月分）
122,500

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 人事監察委員（教職員分限懲戒部会）の委員報酬の支出について（平成３１年２月分）
950

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事管理事務用　ドラムカートリッジの購入及び同所要経費の支出について
66,868

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 教職員勤務情報システム用　ICカード発行機器一式長期借入の継続について
21,627

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 教職員勤務情報システム用　ICカード発行機器一式長期借入の継続について
26,541

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成31年03月19日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当（管理主事）出張交通費（２月分）の支出について
1,700

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成31年03月19日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（苗代主任室職員）の支払いについて（２月分）
480

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　燃料費 給油カード（揮発油）の使用にかかる経費の支出について（２月分）
101,604

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　燃料費 給油カード（軽油）の使用にかかる経費の支出について（２月分）
2,240

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 H30年度第４回指導力向上支援・判定会議開催にかかる所要経費の支出について
81,000

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 資質向上事務用付箋７５×７５mm　外７点の購入に係る経費の支出について
54,239

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 事業班運営用　プリンター用インクカートリッジ８点の購入にかかる経費の支出について
18,565

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 市立校園職員児童生徒表彰式にかかる記念品（楯）の購入並びに同所要経費の支出について
185,409

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成30年度　校園営繕園芸事務所にかかる回線通信料（３月分）の支払について
5,832

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成30年度　学校業務サービスセンターにかかる回線通信料（３月分）の支払について
8,748

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当　市内等出張交通費（２月分）の支出について
67,619

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成31年03月01日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 負担金、補助及交付金　会費 平成30年度労働安全衛生用安全衛生推進者養成講習会の受講経費の支出について（平成31年2月14日・15日分）
13,284

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成31年03月05日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 教職員給与・厚生担当に係る出張旅費の支出について（平成３１年１月分）
11,798

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成31年03月13日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 教職員健康審査会に係る出張旅費の支出について（平成３１年２月分）
360

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成31年03月13日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 学校園の労働安全衛生用復職面談用評価票の購入並びに同経費の支出について
16,092

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成31年03月13日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム教職員健康管理機能追加業務用機器長期借入経費の支出について（2月分）
37,692

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成31年03月15日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 委託料　委託料 平成30年度教職員胃検診業務委託経費の支出について（１月分）
1,403,622

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校務支援システム教職員健康管理機能運用保守業務委託経費の支出について（2月分）
461,646

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 給与事務用　地方公務員給与事務総覧外１点の概算購入経費の支出について（第３回）
40,770

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報酬　其他委員等報酬 平成30年度労働安全衛生用デザイン教育研究所産業医報酬の支出について（第四四半期分）
36,000

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 教職員健康審査会に係る出張旅費の支出について（平成３１年３月分）
360

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成３０年度こころの健康づくりサポート業務委託の実施並びに同経費の支出について　（２月分）
1,060,200

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成31年03月27日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 需用費　消耗品費 給食調理員公務災害防止事業用パラフィン浴装置用固形パラフィン・流動パラフィンの購入及び同経費の支出について
341,625

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 第８３回日本循環器学会学術集会にかかる出張命令について（平成31年3月29日～3月31日開催分）
46,480

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成31年03月28日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成29年度義務教育費国庫負担金の返還金の支出について
15,366,566

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 教職員給与・厚生担当に係る出張旅費の支出について（平成３１年２月分）
7,350

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 教職員給与・厚生事業用事務用品（リサイクルプリンタートナー）の購入並びに所要経費の支出について
19,440

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 教職員給与・厚生事業用事務用品（ガバットファイル（ツイン）青外32件）の購入における所要経費の支出について
49,042

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 委託料　委託料 平成30年度　特別健康診断精密検査業務委託(概算契約）の実施並びに同経費の支出について
307,800

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成31年03月01日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 識字推進事業用消耗品「フラットファイル」外３５点の所要経費の支出について
90,940

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 「もと浪速青少年会館付設武道館樹木伐採等業務委託（その２）」の実施並びに同所要経費の支出について
77,760

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成31年03月04日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 旅費　普通旅費 平成30年度全国家庭教育支援研究協議会にかかる出張ならびに旅費の支出について
37,540

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成31年03月11日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 日之出読み書き教室（土曜日）研修会の講師謝礼の支出について（追加分）
1,564

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成31年03月12日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 報酬　其他委員等報酬 平成30年度大阪府社会教育研究会議参加にかかる委員報酬の支出について
49,500

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成31年03月13日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 識字推進事業用消耗品書籍（「合格できる日本語能力試験Ｎ１」外５０点）の所要経費の支出について
87,597

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成31年03月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 もと矢田青少年会館（本館・青年館）特別管理産業廃棄物及び産業廃棄物収集運搬処分業務委託の実施並びに同所要経費の支出について
540,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成31年03月14日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 生涯学習情報提供システム用通信回線使用料の支出について（NTT１月分）
11,232

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成31年03月14日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 平成30年度家庭教育充実促進事業にかかる講師および保育にかかる謝礼金の支出について（2/23開催分）
31,600

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成31年03月14日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 平成３０年度　新たな識字・日本語教室体制の構築にかかる第4四半期報償金の支出について
41,600

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成31年03月14日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 生涯学習情報提供システム用通信回線使用料の支出について（NTT１月分）
55,662

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 報酬　其他委員等報酬 平成30年度大阪市社会教育委員会議第1回小委員会の委員報酬の支出について
115,500
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教育委員会事務局 生涯学習担当 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度生涯学習情報提供システム機器長期借入の支出について(2月分)
55,043

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成31年03月20日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度生涯学習情報提供システム機器長期借入の支出について(2月分)
137,608

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成30年度　キッズプラザ大阪に係る不動産賃借料の支出について（３月分）
29,450,820

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 生涯学習関係業務　雑誌（社会教育）の支出について
11,552

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度生涯学習情報提供システム機器長期借入の支出について(2月分)
1,426,269

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 備品購入費　機械器具費 識字推進事業用複写機の所要経費の支出について
215,568

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 負担金、補助及交付金　分担金 平成３０年度大阪市立総合生涯学習センター施設管理費等の支出について(3月分)
4,441,555

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 もと浪速青少年会館付設武道館水道料金（Ｈ３１.２月分）の支出について
1,512

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 平成30年度家庭教育充実促進事業にかかる謝礼金の支出について（情報発信事業分）
146,400

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成30年度大阪市立難波市民学習センター不動産賃借料の支出について(3月分)
6,819,500

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成31年03月26日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 平成30年度大阪府「教育コミュニティづくり」実践交流会に係る講師謝礼金の支出について
4,320

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成31年03月26日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 旅費　普通旅費 平成30年度地域教育力を高めるボランティアセミナーにかかる旅費の支出について
38,160

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成31年03月26日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 委託料　委託料 生涯学習ルームにかかる物品の廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について
23,824

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成31年03月27日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
756

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成31年03月27日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
492

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 もと浪速青少年会館グラウンド樹木維持管理業務委託の実施並びに同所要経費の支出について
496,800

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成31年03月28日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 平成３０年度識字推進事業　有識者意見聴取会議の謝礼金の支出について
58,720

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成31年03月28日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 人権啓発普及事業人権講演会に係る講師謝礼の支出について（３月１５日（金）実施分）
14,560

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成31年03月28日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 識字推進事業「新たな識字・日本語教室体制の構築」にかかる会議謝礼金の支出について
219,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成31年03月28日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 使用料及賃借料　使用料 人権啓発普及事業人権講演会の会場使用料の支出について（３月１５日（金）実施分）
1,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 平成30年度人権啓発普及事業　市民対象学習会にかかる講師謝礼金の支出について（3月12日開催分）
18,210

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 旅費　普通旅費 生涯学習担当職員出張旅費の支出について（２月分）
38,840

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 生涯学習部一般事務用コピー代の支出について（２月分）
9,977

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 生涯学習情報提供システム用広域LAN回線使用料の支出について(２月分)
23,220

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 生涯学習担当一般事務用郵便２月分後納料金の支出について
17,219

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 報償費　報償金 「未利用地貸付に関する法律相談」に係る報酬の支出について
5,400

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 生涯学習担当職員出張旅費の支出について（２月分）教育施設整備費
23,946

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 【３月１日支払い】国際クラブ時間講師にかかる報償金の支出について（１月分　国際理解教育推進事業）
350,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 特別支援教育専門家チーム・アドバイザーの講演にかかる謝礼金の支払について（２月１２日開催　インクルーシブ推進室　特別支援教育推進事業）
14,970

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ナイロンバッグ外１３点の買入に係る経費の支出について（特別支援の充実　インクルーシブ教育推進室運営用）
68,574

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　光熱水費 キャリア教育支援センターのガス料金の支払いについて（１月分）
1,608

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月01日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 旅費　普通旅費 学校保健グループ事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成30年12月分）
19,306

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月01日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 委託料　委託料 平成３０年度「低学年における歯みがき指導」実施業務（単価契約）に係る委託料の支出について（１月分）
340,844

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月04日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成３０年度今津中学校　ボランティア研修会の実施にかかる講師謝礼金の支出について（学校元気アップ地域本部事業）
8,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月04日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成30年度指導部市内出張交通費の支出について(1月　業務調整グループ分)
8,422

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月04日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成30年度指導部市内出張交通費の支出について(1月生活指導グループ担当分)
20,500

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月04日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成30年度指導部市内出張交通費の支出について(1月　人権国際教育担当分)
26,608

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月04日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成30年度指導部市内出張交通費の支出について(1月英語イノベーション担当分)
10,919

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月04日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成30年度指導部市内出張交通費の支出について(1月　中学校教育担当分)
65,834

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月04日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成30年度指導部市内出張交通費の支出について(1月　学校体育グループ分)
18,360

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月04日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジの購入並びに同所要経費の支出について（部活動のあり方研究（委託団体活用モデル事業）用）
62,856

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月04日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 園芸用培養土外７点の購入に係る経費の支出について(学校元気アップ地域本部事業用)
27,226

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月04日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 報償費　報償金 就学時健康診断事業用　就学時健康診断にかかる報償金の支出について（口座振替不能による再執行）
75,420

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月04日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 需用費　消耗品費 学校保健総合支援事業用　妊婦疑似体験セット外１点の購入経費の支出について
69,984

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月04日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 委託料　委託料 住吉区学校保健協議会ヘルスサポート事業委託経費の支出について
42,900

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月05日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金
特別支援教育専門家チーム・アドバイザーの講演にかかる謝礼金（森之宮小学校）の支払について（２月６日開催　インクルーシブ推進室　特別支援教育推進事
業） 22,100
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教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月05日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 オリンピック・パラリンピック・ムーブメント全国展開事業にかかる研修会の報償費の支出について（２月１８日開催）
9,640

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月05日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学力向上支援サポーター(学びサポーター)に係る報償金の支出について(小学校　平成31年1月分)
763,040

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月05日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学力向上支援サポーター(学びサポーター)に係る報償金の支出について(中学校　平成31年1月分)
584,660

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月05日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学力向上支援サポーター(学びサポーター)に係る報償金の支出について(小学校　平成31年1月分)
92,840

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月05日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学力向上支援サポーター(学びサポーター)に係る報償金の支出について(中学校　平成31年1月分)
96,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月05日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 インクルーシブ教育推進担当（主たる勤務先：こども相談センター）に係る市内出張交通費の支出について(１月分)
3,500

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月05日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　光熱水費 インクルーシブ教育推進室水道料金の支払いについて（２月請求分）
49,720

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学力向上支援サポーター(学びサポーター)に係る報償金の支出について(小学校　平成31年1月分)
236,940

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学力向上支援サポーター(学びサポーター)に係る報償金の支出について(小学校　平成31年1月分)
9,156,020

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学力向上支援サポーター（理科補助員）に係る報償金の支出について（平成31年1月分）
1,305,100

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 学力向上支援サポーター(学びサポーター)に係る報償金の支出について(中学校　平成31年1月分)
1,198,140

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 学力向上支援サポーター(学びサポーター)に係る報償金の支出について(中学校　平成31年1月分)
221,780

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月05日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 委託料　委託料 東淀川区学校保健協議会ヘルスサポート事業委託経費の支出について
42,900

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月06日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 【２月１３日開催】第１回理科ワーキング会議の開催に係る報償金の支出について
20,560

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月06日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成30年度国際理解教育推進事業通訳指導者謝礼金（12～1月分）の支出について
1,483,125

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月06日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 「大阪市英語力調査」における英検IBAの取扱いに係る説明及び英検IBAの４技能化に係る制度聴取に係る出張旅費の支出について(11月8日出張)
58,020

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月06日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 平成３０年度非常勤嘱託職員（Ｃ－ＮＥＴ）にかかるストレスチェック業務委託（概算契約）の実施及び同経費の支出について（英語イノベーション事業）
183,124

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月06日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 平成３０年度 教育長表彰に係る会場使用及び同所要経費の支出について（東成区民センター使用料）
60,400

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月06日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 需用費　消耗品費 就学時健康診断精密検査にかかる調査票の買入れ及び同所要経費の支出について
12,960

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成３０年度もと弘治小学校における一般廃棄物収集運搬業務委託（単価契約）に係る経費の支出について（１月分）
228

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成３０年度もと弘治小学校における産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託（単価契約）に係る経費の支出について（１月分）
432

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ケース会議にかかる報償金の支出について（弁護士相談事案）（２月２０日開催）
14,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ケース会議の開催にかかる報償金の支出について（住吉幼稚園事案　いじめ・不登校問題等対策事業）（２月19日開催）
25,900

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 特別支援教育専門家チーム・アドバイザーの講演にかかる謝礼金の支払について（２月１５日開催　北中島小学校　特別支援教育推進事業）
24,720

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 平成３０年度もと弘治小学校における産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託（単価契約）に係る経費の支出について（１月分）
1,728

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 平成３０年度もと弘治小学校における一般廃棄物収集運搬業務委託（単価契約）に係る経費の支出について（１月分）
912

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 【３月８日支払い】中学校英語イノベーション研修の実施並びに同謝礼金の支出について（英語イノベーション事業）
38,820

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 『特別支援教育ですぐに役立つ！ＩＣＴ活用法』外４４点に係る経費の支出について（特別支援教育の充実）
83,368

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 平成３０年度大阪市・姉妹都市間交流促進高校生派遣事業（シカゴ）にかかる渡航及び現地活動諸手配業務委託の実施に伴う経費の支出について
4,795,990

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月08日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 報償費　報償金 学校保健総合支援事業　第２回協議会の開催にかかる講師謝礼の支出について
35,540

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月11日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成30年度指導部市内出張交通費の支出について(1月初等教育担当分)
75,390

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月11日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成30年度指導部市内出張交通費の支出について(1月学力向上グループ分)
20,660

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月11日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成30年度指導部市内出張交通費の支出について(1月　高等学校教育担当分)
28,196

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月11日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 キャリア教育支援センター運営にかかる電話料金の支出について（２月分）
8,854

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 ジョブアドバイザー市内出張交通費の支出について（１月分　ユニバーサルサポート事業）
7,970

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 第7回中学校英語イノベーション研修受講者及び訪問指導にかかる市内出張交通費の支出について（英語イノベーション事業）
14,950

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 プリンタートナーカートリッジの買入に係る経費の支出について（特別支援教育の充実　インクルーシブ教育推進室運営用）
88,560

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 平成30年度学校協議会委員辞令用紙の印影印刷に係る経費の支出について
7,182

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月12日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 需用費　印刷製本費 学校保健総合支援事業用　文部科学省「学校保健総合支援事業」報告書の印経費の支出について
82,080

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月12日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 委託料　委託料 生野区学校保健協議会ヘルスサポート事業委託経費の支出について
13,920

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　庁用器具費 単焦点プロジェクターの購入経費の支出について（特別支援教育の充実）
147,312

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費
負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助
金

特別支援教育就学奨励費における医療費援助費の支出について（平成３０年１１月分）
56,315

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費
負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助
金

就学援助費における医療費援助費の支出について（平成３０年１１月分）
753,141

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費
負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助
金

特別支援教育就学奨励費における医療費援助費の支出について（平成３０年１１月分）
9,806

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費
負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助
金

就学援助費における医療費援助費の支出について（平成３０年１１月分）
305,472

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月13日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 需用費　消耗品費 平成３０年度大阪市学校歯科保健研究大会看板の購入経費の支出について
44,280

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月13日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 需用費　印刷製本費 平成３０年度（第５９回）大阪市学校歯科保健研究大会　大会要項及び資料の印刷及び同経費の支出について
123,120
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教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月13日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 需用費　印刷製本費 学校保健タイムス（１６２号・１６３号）の印刷にかかる所要経費の支出について
91,368

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ポータブルレコーダーの購入経費の支出について（新設特別支援学級設備整備事業）
77,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 事業者選定会議の開催にかかる報償金の支出について（ＳＮＳの活用による児童生徒相談体制モデル事業）（２月２７日開催）
51,710

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 【３月１日開催】学習教材データ配信業務委託契約の総合評価一般競争入札における第２回選定会議の開催にかかる委員報償金の支出について
22,940

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月14日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 需用費　消耗品費 就学時健康診断精密検査にかかる調査票の買入れにかかる所要経費の支出について
21,999

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　光熱水費 生活指導サポートセンター水道料金の支出について（２月分）（もと弘冶小学校）
3,864

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　光熱水費 生活指導サポートセンター水道料金の支出について（２月分）（もと弘冶小学校）
7,563

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金
特別支援教育専門家チーム・アドバイザーの講演にかかる謝礼金の支払について（２月２５日開催　酉島小学校　インクルーシブ推進室　特別支援教育推進事
業） 22,580

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 オリンピック・パラリンピック・ムーブメント全国展開事業にかかる学習会開催に伴う報償費の支出について（1月31日から2月28日まで開催）
19,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 特別支援教育専門家チーム・アドバイザーの講演（城東幼稚園）にかかる謝礼金の支払について（２月２０日インクルーシブ推進室　特別支援教育推進事業）
18,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 【３月１５日支払い】国際理解教育推進事業「国際クラブ」担当非常勤嘱託職員採用試験の実施及び同所要経費の支出について
13,800

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成30年度指導部市内出張交通費の支出について(1月インクルーシブ教育推進担当分)
56,290

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 【2月27-3月1日出張】平成30年度小学校における外国語教育指導者養成研修への参加に係る出張並びに同経費の支出について
12,140

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 Ａ４厚口用紙（白）外１点の購入並びに同所要経費の支出について（部活動のあり方研究（委託団体活用モデル事業）用）
30,715

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 中学校夜間学級調査研究事業用消耗品の購入に係る経費の支出について
35,391

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　光熱水費 生活指導サポートセンター水道料金の支出について（２月分）（もと弘冶小学校）
30,252

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　光熱水費 生活指導サポートセンター水道料金の支出について（２月分）（もと弘冶小学校）
15,455

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　手数料
平成30年度学力向上支援サポーターに係るスポーツ安全保険料及び加入手数料の支出について（3月加入申込分　学校活性化推進事業（校長経営戦略支援予
算））小学校分 10

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　損害保険料
平成30年度学力向上支援サポーターに係るスポーツ安全保険料及び加入手数料の支出について（3月加入申込分　学校活性化推進事業（校長経営戦略支援予
算））小学校分 800

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 インクルーシブ教育推進室機械警備業務委託契約（長期継続契約）に係る経費の支出について（平成31年２月分　特別支援教育の充実（機能集約の整備））
11,880

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 大阪市インクルーシブ教育推進室昇降機設備保守点検及び遠隔監視業務委託契約にかかる経費の支出について（２月分　特別支援教育の充実）
12,960

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式長期借入に係る経費の支出について（２月分　特別支援教育の充実）
10,692

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料
平成30年度学力向上支援サポーターに係るスポーツ安全保険料及び加入手数料の支出について（3月加入申込分　学校活性化推進事業（校長経営戦略支援予
算））小学校分 96

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　損害保険料
平成30年度学力向上支援サポーターに係るスポーツ安全保険料及び加入手数料の支出について（3月加入申込分　学校活性化推進事業（校長経営戦略支援予
算））小学校分 7,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料
平成30年度学力向上支援サポーターに係るスポーツ安全保険料及び加入手数料の支出について（3月加入申込分　学校活性化推進事業（校長経営戦略支援予
算））中学校分 21

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料
平成30年度学力向上支援サポーターに係るスポーツ安全保険料及び加入手数料の支出について（3月加入申込分　学校活性化推進事業（校長経営戦略支援予
算））中学校分 11

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　損害保険料
平成30年度学力向上支援サポーターに係るスポーツ安全保険料及び加入手数料の支出について（3月加入申込分　学校活性化推進事業（校長経営戦略支援予
算））中学校分 800

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　損害保険料
平成30年度学力向上支援サポーターに係るスポーツ安全保険料及び加入手数料の支出について（3月加入申込分　学校活性化推進事業（校長経営戦略支援予
算））中学校分 1,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成30年度自殺予防教育研修会開催にかかる報償金の支出について（生活指導サポートセンター運営事業）（２月２２日開催）
22,360

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 オリンピック・パラリンピック推進事業（ホストタウン交流事業）参加に係る経費の支出について（引率教員分　オリンピック・パラリンピック推進事業）
2,620

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　分担金 キャリア教育支援センターの維持管理における電気料金（１月分）・水道料金（２月分）にかかる分担金の支出について
23,166

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 使用料及賃借料　使用料 マイナンバー制度にかかる業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器一式長期借入契約にかかる同経費の支出について（平成３１年２月分）
6,467

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月19日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ゴム印の購入経費の支出について（特別支援教育の充実）
1,894

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月19日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立学校自動体外式除細動器（ＡＥＤ）１８０台の長期借入契約にかかる同経費の支出について（平成３１年２月分）
4,256

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立学校自動体外式除細動器（ＡＥＤ）１８０台の長期借入契約にかかる同経費の支出について（平成３１年２月分）
302,119

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立学校自動体外式除細動器（ＡＥＤ）２６９台の借入（再リース）にかかる同経費の支出について（平成３1年２月分）
289,366

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立学校自動体外式除細動器（ＡＥＤ）２６９台の借入（再リース）にかかる同経費の支出について（平成３1年２月分）
216,085

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立学校自動体外式除細動器（ＡＥＤ）１８０台の長期借入契約にかかる同経費の支出について（平成３１年２月分）
36,169

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立学校自動体外式除細動器（ＡＥＤ）１８０台の長期借入契約にかかる同経費の支出について（平成３１年２月分）
40,424

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　光熱水費 生活指導サポートセンターガス料金の支払いについて（３月分）
2,390

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　光熱水費 生活指導サポートセンター電気料金の支払いについて（２月分）
35,766

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成３０年度もと弘治小学校における産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託（単価契約）に係る経費の支出について（２月分）
54

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成３０年度もと弘治小学校における一般廃棄物収集運搬業務委託（単価契約）に係る経費の支出について（２月分）
323

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ケース会議の開催にかかる報償金の支出について（堀川小学校事案　いじめ・不登校問題対策事業）（３月６日開催）
25,520

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ケース会議の開催にかかる報償金の支出について（真田山小学校事案　いじめ・不登校問題等対策事業）（３月６日開催）
25,520

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ケース会議の開催にかかる報償金の支出について（旭陽中学校事案　学校問題解決支援事業）（３月５日開催）
14,660

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成30年度オリンピック・パラリンピック・ムーブメント展開事業全国ワークショップ参加にかかる経費の支出について（３月５日出張）
29,470
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教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ゴム印の購入及び同所要経費の支出について（学力向上推進モデル事業用）
3,909

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 色鉛筆外９点の買入及び同経費の支出について（キャリア教育支援センター用）
13,689

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外１点の購入経費の支出について（キャリア教育支援センター用）
49,032

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 平成３０年度大阪市立天満中学校夜間学級文集外３件の印刷に伴う経費の支出について
172,800

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　光熱水費 生活指導サポートセンターガス料金の支払いについて（３月分）
9,561

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　光熱水費 生活指導サポートセンター電気料金の支払いについて（２月分）
143,063

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 学力向上推進指導室にかかる電話料の支出について（3月分）
15,284

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　手数料 平成３０年度高校生海外研修事業（工芸高等学校）にかかる通訳料等経費の支出について
16,251

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　筆耕翻訳料 平成３０年度高校生海外研修事業（工芸高等学校）にかかる通訳料等経費の支出について
11,841

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 平成３０年度もと弘治小学校における一般廃棄物収集運搬業務委託（単価契約）に係る経費の支出について（２月分）
1,292

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 平成３０年度もと弘治小学校における産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託（単価契約）に係る経費の支出について（２月分）
216

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 平成３０年度高校生海外研修事業（工芸高等学校）にかかる通訳料等経費の支出について
86,385

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 学校元気アップ地域本部事業用ノート型パソコン機器一式長期借入にかかる経費の支出について(8台分)2月分
7,776

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 学校元気アップ地域本部事業用ノート型パソコン機器一式借入(長期継続契約）に係る経費の支出について〔平成28年68台分〕2月分
86,184

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 学校元気アップ地域本部事業用ノート型ＰＣ機器一式長期借入にかかる経費の支出について〔51台再リース〕2月分
8,100

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立東淀工業高等学校情報教育用コンピュータ機器一式の長期借入並びに同所要経費の支出について〔1台分〕2月分
7,376

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 報償費　報償金 就学時健康診断事業用　就学時健康診断にかかる報償金の支出について（その２）
2,404,820

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月22日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　光熱水費 大阪市特別支援教育センター（インクルーシブ教育推進室）２月請求分電気料金の支払いについて
63,530

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成30年度　第２回大阪市学校元気アップ地域事業本部運営協議会の開催にかかる協議会委員への謝礼金の支出について
26,920

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 【3月22日支払】中学校英語イノベーション研修の実施並びに同謝礼金の支出について（英語イノベーション事業）
22,860

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 看護師の学校行事参加にかかる経費の支出について（特別支援教育の充実（医療的ケアの必要な児童生徒への看護師配置）住吉川小学校）
1,140

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 看護師の学校行事参加にかかる経費の支出について（特別支援教育の充実（医療的ケアの必要な児童生徒への看護師配置）九条南小学校）
828

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 看護師の学校行事参加にかかる経費の支出について（特別支援教育の充実（医療的ケアの必要な児童生徒への看護師配置）阪南小学校）
414

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 看護師の学校行事参加にかかる経費の支出について（特別支援教育の充実（医療的ケアの必要な児童生徒への看護師配置）鷺洲小学校）
240

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 看護師の学校行事参加にかかる経費の支出について（特別支援教育の充実（医療的ケアの必要な児童生徒への看護師配置）玉川小学校）
9,994

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 看護師の学校行事参加にかかる経費の支出について（特別支援教育の充実（医療的ケアの必要な児童生徒への看護師配置）東田辺小学校）
880

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 看護師の学校行事参加にかかる経費の支出について（特別支援教育の充実（医療的ケアの必要な児童生徒への看護師配置）豊里小学校）
1,102

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 看護師の学校行事参加にかかる経費の支出について（特別支援教育の充実（医療的ケアの必要な児童生徒への看護師配置）歌島中学校）
440

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 看護師の学校行事参加にかかる経費の支出について（特別支援教育の充実（医療的ケアの必要な児童生徒への看護師配置）中野小学校）
460

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 英語教材「Ｔｈｅ　ＥＡＲＴＨ　Ｂｏｏｋ」外８点の買入並びに同経費の支出について（英語イノベーション事業）
9,860,495

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ(プリンター用)外2点の買入にかかる経費の支出について（英語イノベーション事業用）
252,957

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　光熱水費 大阪市特別支援教育センター（インクルーシブ教育推進室）２月請求分電気料金の支払いについて
800,931

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 使用料及賃借料　使用料 デザイン教育研究所コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
1,154,520

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費
負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助
金

特別支援教育就学奨励費における医療費援助費の支出について（平成３０年１２月分）
9,810

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費
負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助
金

就学援助費における医療費援助費の支出について（平成３０年１２月分）
505,449

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成30年度進路指導支援事業に関する「大阪市中学校３年生統一テスト」実施業務委託の実施にかかる経費の支出について
36,720,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費
負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助
金

特別支援教育就学奨励費における医療費援助費の支出について（平成３０年１２月分）
4,650

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費
負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助
金

就学援助費における医療費援助費の支出について（平成３０年１２月分）
235,375

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 中央高等学校学校管理システム機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
308,340

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立中央高等学校プログラミング実習用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
697,140

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 工芸高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
668,520

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 中央高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
808,920

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 東高等学校CAL室用情報教育機器一式　長期借入及び同経費の支出について（再リース）（２月分）
5,832

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 咲くやこの花高等学校　学校管理システム用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（再リース）（２月分）
13,289

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 東高等学校情報教育用コンピュータ機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（再リース）（２月分）
50,328

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 淀商業高等学校福祉ボランティア科実習システム一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
98,172

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料
大阪市立桜宮高等学校スポーツ情報処理教育用コンピュータ機器一式並びに生徒支援情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出につい
て（２月分） 4,212
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教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 扇町総合高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
695,736

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 咲くやこの花高等学校工業科目実習用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
622,080

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立住吉商業高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（再リース）（２月分）
64,476

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪ビジネスフロンティア高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
739,476

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立西高等学校情報教育実習用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
1,246,428

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料
大阪市立桜宮高等学校スポーツ情報処理教育用コンピュータ機器一式並びに生徒支援情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出につい
て（２月分） 655,128

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 高等学校実習用パソコン機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
1,816,344

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立扇町総合高等学校管理システム並びに教育支援システム用コンピュータ機器一式借入にかかる所要経費の支出について（再々リース）（２月分）
32,832

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪ビジネスフロンティア高等学校情報教育用コンピュータ機器一式の長期借入にかかる所要経費の支出について（２月分）
1,335,852

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 市立高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる所要経費の支出について（２月分）
222,480

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 報償費　報償金 平成30年度大阪市中学校運動部活動種目別合同練習会に係る講師謝礼金の支出について（第２期分）
775,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 需用費　消耗品費 歯・口の健康教室チェックシートの印刷にかかる契約及び同経費の支出について
33,696

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 負担金、補助及交付金　補助金 平成３０年度全国中学校スポーツ大会選手派遣補助金の交付決定の支出について（冬季）
103,640

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ケース会議にかかる報償金の支出について（指導部事案）（３月７日開催）
14,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学校教科教育スーパーバイザーの派遣に係る報償金の支出について（発達障がいの可能性のある児童生徒に対する教科指導法研究事業　平成31年２月分）
133,520

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 オリンピック・パラリンピック・ムーブメント事業に係る講演会にかかる報償費の支出について（シッティングバレーボール・旭東中学校）（２月６日開催）
88,700

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学習上の支援機器等教材アドバイザーの派遣に係る報償金の支出について（学習上の支援機器等教材活用評価研究事業　平成３１年２月分）
7,390

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金
【3月25日支払予定】平成30年度人権教育研究推進事業　大池中学校区人権教育総合推進地域事業に係る講師の派遣の実施および同所要経費の支出につい
て 90,300

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(２月分）その２
10,299

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(２月分）その２
6,400

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 書籍「これからの部落問題学習」外21点の購入にかかる経費の支出ついて
39,455

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 コピー用紙外６点の購入にかかる経費の支出について
49,896

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 インクルーシブ教育推進室にかかる電話料金の支出について（２月分）
63,968

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(２月分）その２
574

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(２月分）その２
1,500

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 平成30年度もと今宮小学校における産業廃棄物等収集運搬及び処分業務委託に係る経費の支出について
269,568

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 負担金、補助及交付金　分担金 子ども緊急通報装置の撤去および同経費の支出について
2,766,956

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金
特別支援教育専門家チーム・アドバイザー（墨江幼稚園）の講演にかかる謝礼金の支出について（３月７日開催　インクルーシブ推進室　特別支援教育推進事
業） 18,950

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金
特別支援教育専門家チーム・アドバイザー（生魂幼稚園）の講演にかかる謝礼金の支出について（３月５日開催　インクルーシブ推進室　特別支援教育推進事
業） 17,750

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 平成30年オリンピック・パラリンピック・ムーブメント事業用カラーコーン外８点の購入にかかる経費の支出について
310,564

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジの購入に係る経費の支出について(学力向上推進モデル事業用)
18,900

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月26日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 旅費　普通旅費 学校保健グループ事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成31年1月分）
21,140

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 【3月27日支払い】国際クラブ時間講師にかかる報償金の支出について（２月分　国際理解教育推進事業）
370,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 ジョブアドバイザー市内出張交通費の支出について（２月分　ユニバーサルサポート事業）
8,270

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ラベルテープ(白)①外14点の購入にかかる経費の支出について(学力向上推進モデル事業用)
69,217

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 CD-R外2点の購入に係る経費の支出について
13,093

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 模造紙外7点の購入にかかる経費の支出について(学校元気アップ地域本部事業　3月15日実施研修会用)
27,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 英語教材「Oxford Reading Tree Stage１＋ Patterned Stories Pack」外３点の買入経費の支出について
3,809,894

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 クリアファイル外24点の買入にかかる経費の支出について
77,826

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 平成３０年度大阪市高校生海外派遣事業（オーストラリア）報告書の印刷経費の支出について
40,824

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 賃金　賃金 平成３０年度幼稚園介助アルバイト（２月分）にかかる経費の支出について
3,029,160

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成30年度スクールソーシャルワーカー活用事業にかかる報償金の支出について（２月分）その３
444,520

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成30年度スクールソーシャルワーカー活用事業にかかる報償金の支出について（２月分）その２
981,980

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ケース会議の開催にかかる報償金の支出について（巽小学校事案　学校問題解決支援事業）（３月１３日開催）
11,400

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成30年度スクールソーシャルワーカー活用事業にかかる報償金の支出について（２月分）その１
994,800

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成３０年度児童虐待防止支援事業ケースサポート（相談窓口）に係る報償金の支出について（２月分）
87,300

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成30年度第２回大阪市いじめ対策連絡会議の開催にかかる報償金の支出について（ＳＮＳの活用による児童生徒相談体制モデル事業）
43,460
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教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成30年度指導部市内出張交通費の支出について(2月　中学校教育担当分)
53,650

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成30年度指導部市内出張交通費の支出について(2月学力向上グループ分)
14,950

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成30年度指導部市内出張交通費の支出について(2月英語イノベーション担当分)
5,611

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成30年度指導部市内出張交通費の支出について(2月　学校体育グループ分)
14,590

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成30年度指導部市内出張交通費の支出について(2月　高等学校教育担当分)
17,686

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 オリンピック・パラリンピック推進事業（ホストタウン交流事業）参加に係る経費の支出について（ＯＢＦ高校引率教員分　オリンピック・パラリンピック推進事業）
600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成30年度指導部市内出張交通費の支出について(2月生活指導グループ担当分)
17,530

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成30年度指導部市内出張交通費の支出について(2月　人権国際教育担当分)
26,668

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成30年度指導部市内出張交通費の支出について(2月　業務調整グループ分)
12,539

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 平成30年度オリンピック・パラリンピック教育推進事業用ＤＶＤ－Ｒ外2点の購入にかかる所要経費の支出について
57,693

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月28日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 委託料　委託料 平成３０年度「低学年における歯みがき指導」実施業務（単価契約）に係る委託料の支出について（２月分）
406,112

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 トランポリン外１点の購入経費の支出について（新設特別支援学級設備整備事業）
17,820

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　建物修繕料 もと弘治小学校における消防用設備等修繕請負にかかる経費の支出について
194,400

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「小学校外国語科学習評価等研修」にかかる報償金の実施並びに同謝礼金の支出について（英語イノベーション事業）
20,800

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成30年度学校元気アップ地域本部事業　学習ボランティアにかかる経費の支出について(1月分)
632,250

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成30年度学校元気アップ地域本部事業　地域コーディネーターにかかる経費の支出について(1月分)
7,749,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 オリンピック・パラリンピックムーブメント事業に係る講演会開催にかかる経費の支出について（此花中学校）ラグビー（３月５日開催）
57,070

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成30年度指導部市内出張交通費の支出について(2月初等教育担当分)
64,500

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 インクルーシブ教育推進担当（主たる勤務先：こども相談センター）に係る市内出張交通費の支出について(２月分)
4,100

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成30年度指導部市内出張交通費の支出について(2月インクルーシブ教育推進担当分)
45,850

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　特別旅費 平成３０年度高校生海外研修事業（工芸高等学校）にかかる付添職員旅費の支出について
433,430

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ノート外50点の購入に係る経費の支出について(学力向上推進モデル事業用)
91,044

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 平成30年度オリンピック・パラリンピック教育推進事業用インクカートリッジ　シアン外５点の購入にかかる所要経費の支出について
52,488

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 高等学校中途退学者等に向けた支援事業周知リーフレットの印刷にかかる経費の支出について
17,712

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 【3月29日支払い】人権教育総合推進地域事業パンフレット印刷にかかる経費の支出について
30,024

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　光熱水費 キャリア教育支援センターのガス料金の支払いについて（２月分）
1,439

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　光熱水費 インクルーシブ教育推進室運営にかかるガス料金の支出について（２月分）
2,307

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　建物修繕料 もと弘治小学校における消防用設備等修繕請負にかかる経費の支出について
777,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 キャリア教育支援センターの光回線通信料金の支出について（平成31年2月分）
6,318

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 インクルーシブ教育推進室の光回線通信料金の支出について（平成31年2月分　特別支援教育の充実）
5,832

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 【３月29日支払】人権国際教育グループ（小路小学校）にかかる電話料金の支出について(３月請求分)
3,785

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 インクルーシブ教育推進室向け通信サービスの提供にかかる経費の支出について（２月分　特別支援教育の充実）
32,400

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 【３月29日支払】多文化共生相談ルームにかかる電話料金の支出について(３月請求分)
2,812

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 生活指導サポートセンター用電話代の支出について（ＮＴＴ西日本２月分）
7,496

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 平成30年度学力向上支援サポーター(理科補助員)に係る報償金(小学校1月分)の口座振替不能分の再支出について
14,367

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学力向上支援サポーター（理科補助員）に係る報償金の支出について（平成31年2月分）
1,512,120

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 賃金　賃金 平成30年度　高等学校生徒支援事業介助補助員にかかる賃金の支出について（2月分）
110,201

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 平成30年度　高等学校スクールカウンセラーにかかる報償金の支出について（2月分　高等学校生徒支援事業）
507,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 報償費　報償金 就学時健康診断精密検査にかかる経費の支出について
2,670

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 旅費　普通旅費 学校保健グループ事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成31年2月分）
25,048

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 需用費　消耗品費 学校保健事務用　追録（養護教諭－知っておきたい保健と教育のキーワード）購入及び同経費の支出について
3,312

教育委員会事務局
中央図書館大阪市史
編纂所

平成31年03月04日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 大阪市史編纂所事務用切手類の購入について
44,700

教育委員会事務局
中央図書館大阪市史
編纂所

平成31年03月29日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 市史編纂所事務事業用コピー料金（２月分）の支出について
1,767

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月01日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　東成複合施設　機械警備費用分担金の支出について（１月分）
2,981

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月01日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　住之江図書館　ＡＥＤリース料にかかる分担金の支出について（２月分）
3,056

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月01日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　東成複合施設　清掃業務委託費用分担金の支出について　（１月分）
10,898

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月04日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　普通旅費 一般財団法人オープン＆ビッグデータ活用・地方創生推進機構がおこなう「２０１８年度勝手表彰授賞式」にかかる出張命令について
29,240
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教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月04日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館出入口用　透過電飾パネル買入について
155,520

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月05日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 一般維持管理用　南京錠　外４点買入について
48,114

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 住之江図書館　空調機整備改修工事の実施及び同経費の支出について
4,320,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月07日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　東住吉図書館　水道料金２月分の支出について
13,125

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月07日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　東住吉図書館　電気料金２月分の支出について
165,633

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 中央図書館 閲覧室空調可変風量装置修繕請負（その２）の実施及び同経費の支出について
756,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　住之江図書館電気・水道料金１月分の支出について
133,281

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　住之江図書館電気・水道料金１月分の支出について
19,910

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　鶴見図書館　ガス料金１月分の支出について
98,179

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　此花図書館　電気１月分・水道料金１月分の支出について
6,546

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　阿倍野図書館　電気・水道料金１月分の支出について
38,650

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　島之内図書館　電気・水道料金２月分の支出について
14,753

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　阿倍野図書館　電気・水道料金１月分の支出について
299,945

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　旭図書館　水道・ガス・電気料金　１月分の支出について
64,452

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　大正図書館電気・水道料金２月分の支出について
24,791

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　旭図書館　水道・ガス・電気料金　１月分の支出について
249,078

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　大正図書館電気・水道料金２月分の支出について
87,238

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　西成図書館　電気・水道料金１月分の支出について
157,522

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　此花図書館　電気１月分・水道料金１月分の支出について
59,409

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　島之内図書館　電気・水道料金２月分の支出について
83,872

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　西成図書館　電気・水道料金１月分の支出について
10,833

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　旭図書館　水道・ガス・電気料金　１月分の支出について
73,993

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　建物修繕料 天王寺図書館　女子トイレ　ジャロジー窓ガラス修繕業務の実施及び同経費の支出について
59,940

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 生野図書館　女子トイレ詰り通管業務委託の実施及び同経費の支出について
45,792

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　鶴見図書館　事業ごみ処分分担金の支出について（１月分）
10,908

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　福島図書館　機械警備料分担金の支出について（10～12月分）
6,912

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　旭図書館　空気環境測定作業費分担金の支出について（平成３１年１月分）
3,240

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　旭図書館　共用部分清掃委託分担金の支出について（平成３1年１月分）
16,334

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　旭図書館　一般廃棄物収集運搬・処理費及び産業廃棄物収集運搬・処理費分担金の支出について（１月分）
18,864

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月11日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　建物修繕料 中央図書館　地下2階機械室内排水管（食堂の排水管）漏水修繕請負の実施及び同経費の支出について
248,400

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月11日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館　電動リフト保守点検業務
91,800

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月11日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　住之江図書館　玄関入口土間タイル補修工事費分担金の支出について
38,809

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立鶴見図書館　清掃業務委託　長期継続　の支出について(２月分）
10,812

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立鶴見図書館　清掃業務委託　長期継続　の支出について(２月分）
359

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月12日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立生野図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について(２月分）
86,400

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月12日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立東住吉図書館清掃業務委託　長期継続の支出について(２月分）
50,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月12日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立西淀川図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について(２月分）
108,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月12日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立港図書館清掃業務委託　長期継続の支出について（２月分）
39,960

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月12日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立鶴見図書館　清掃業務委託　長期継続　の支出について(２月分）
127,829

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月12日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立大正図書館清掃業務委託　長期継続の支出について（２月分）
53,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月12日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立旭図書館清掃業務委託　長期継続の支出について(２月分）
90,720

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月12日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立東成図書館　清掃業務委託経費（長期継続）の支出について(２月分）
93,960

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立都島図書館　清掃業務委託　長期継続　の支出について（２月分）
5,774

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立住之江図書館清掃業務委託　長期継続　の支出について（２月分）
878

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月14日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　東淀川図書館　水道料金２月分の支出について
29,582

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月14日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立中央図書館機械警備業務委託経費の支出について（２月分）
9,180

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月14日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立平野図書館機械警備業務委託経費の支出について（２月分）
8,100
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教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月14日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立東淀川図書館清掃業務委託　長期継続の支出について（２月分）
84,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月14日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立東住吉図書館機械警備業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
5,724

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月14日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立住之江図書館清掃業務委託　長期継続　の支出について（２月分）
55,822

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月14日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立此花図書館清掃業務委託　長期継続　の支出について（２月分）
53,676

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月14日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立淀川図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（２月分）
49,680

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月14日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立天王寺図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（２月分）
81,600

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月14日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立北図書館清掃業務委託　長期継続　の支出について（２月分）
163,480

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月14日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立住吉図書館清掃業務委託　長期継続の支出について（２月分）
128,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月14日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立都島図書館　清掃業務委託　長期継続　の支出について（２月分）
47,026

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月14日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立浪速図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（２月分）
47,520

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月14日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 一般維持管理用　中央図書館　送受信兼用ファクシミリ装置借入（再リース）経費の支出について（２月分）
10,692

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月14日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　会費 平成３０年度　日本図書館研究会会費の支出について
8,500

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立西成図書館　清掃業務委託　長期継続の支出について（2月分）
2,765

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月15日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（平成３１年１月分）の支払いについて
118,868

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月15日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立中央図書館　清掃業務委託　長期継続の支出について（２月分）
1,713,960

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月15日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立西成図書館　清掃業務委託　長期継続の支出について（2月分）
56,635

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月15日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館　自動制御設備保守点検業務の実施と同経費の支出について
600,480

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月15日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館　一般廃棄物収集運搬処理業務委託の実施と同経費の支出について（２月分）
21,600

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　機械器具費 大阪市立中央図書館図書資料無断持出検知装置買入にかかる経費の支払いについて
972,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　船車修繕料 一般維持管理用　自動車文庫事業用　自動車文庫車(なにわ800さ9574）ブレーキホース切断にかかる修理経費の支出について
82,836

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西成図書館　小型ガス瞬間湯沸器　買入について
46,116

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立淀川図書館機械警備業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
6,048

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立天王寺図書館機械警備業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
6,048

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立福島図書館　清掃業務委託（長期継続）経費の支出について(２月分）
70,200

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　住之江図書館　貯水槽清掃費用にかかる分担金の支出について
16,141

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　旭図書館　空調設備業務委託料分担金の支出について（２月分）
55,080

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　大正図書館　害虫駆除及び植栽剪定委託料分担金の支出について（後期分）
33,307

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　北図書館　一般・産業廃棄物処理業務経費分担金の支出について（１月分）
3,421

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　大正図書館　噴水設備管理委託料分担金の支出について　（７～９月分）
36,638

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　大正図書館　噴水広場前木製ベンチ腐食ボルト切断等修繕費分担金の支出について
34,469

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月20日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 大阪市立島之内図書館　一般廃棄物収集運搬処理業務委託の実施と同経費の支出について（２月分）
1,890

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 一般維持管理用　中央図書館コピー代金（２月分）の支出について
32,376

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 一般維持管理用　工業用換気扇　外１０点買入について
203,040

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　都島図書館　水道・電気料金２月分の支出について
141,793

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　北図書館　電気料金１月分の支出について
145,630

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　北図書館　水道料金２月分の支出について
12,036

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　都島図書館　水道・電気料金２月分の支出について
8,991

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　建物修繕料 中央図書館　3F事務所ユニット1空調機設備修繕請負の実施及び同経費の支出について
75,600

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 一般維持管理用　平成３０年度切手の購入経費の支出について（その３）
5,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立中央図書館窓口等業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
13,032,360

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館　貯水槽清掃及び水質検査業務の実施と同経費の支出について
113,400

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立図書館窓口等業務委託（平野図書館外４館）長期継続（その２）経費の支出について（２月分）
8,669,160

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立西淀川図書館外４館窓口等業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
6,759,801

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立天王寺図書館　一般廃棄物収集運搬処理業務委託の実施と同経費の支出について（２月分）
5,503

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立島之内図書館　一般廃棄物収集運搬処理業務委託の実施と同経費の支出について（２月分）
1,890

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立東淀川図書館外３館窓口等業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
6,134,400

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　大正図書館　塵芥処理委託料分担金の支出について　（２月分）
2,776



平成30年度（平成31年３月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　大正図書館　塵芥処理委託料分担金の支出について　（１月分）
2,776

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　淀川図書館　電気料金２月分の支出について
112,921

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　東淀川図書館　電気料金２月分の支出について
177,711

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　平野図書館　電気料金２月分の支出について
186,563

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　浪速図書館　電気料金２月分の支出について
150,511

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　天王寺図書館　電気料金２月分の支出について
236,634

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　住吉図書館　電気料金２月分の支出について
268,654

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　船車修繕料 一般維持管理用　自動車文庫事業用　自動車文庫車(なにわ800さ9574）にかかる12か月点検経費の支出について
110,073

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館　汚水槽・雨水槽清掃業務の実施と同経費の支出について
507,600

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立図書館自動車文庫車運行管理業務委託経費の支出について（２月分）
557,280

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立図書館窓口等業務委託（阿倍野図書館外４館）長期継続（その２）経費の支出について（２月分）
9,115,200

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立中央図書館常駐警備業務委託経費の支出について（２月分）
610,794

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　建物修繕料 東成図書館　トイレＳＫ（スロップシンク）漏水修繕請負の実施及び同経費の支出について
41,256

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　建物修繕料 東住吉図書館　閲覧室空調機修繕請負の実施及び同経費の支出について
37,800

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立図書館窓口等業務委託（旭図書館外３館）長期継続（その２）経費の支出について（2月分）
7,884,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立島之内図書館　清掃業務委託（長期継続）経費の支出について（２月分）
71,250

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立図書館図書等逓送業務委託　長期継続　の支出について（2月分）
2,243,160

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大正複合施設（大正図書館）　貯水槽清掃及び水質検査業務の実施と同経費の支出について
18,875

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立平野図書館　清掃業務委託（長期継続）経費の支出について（２月分）
88,344

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　建物修繕料 中央図書館　地下6階倉庫内湧水ポンプ修繕請負の実施及び同経費の支出について
144,720

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,765

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
15,838

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館　産業廃棄物収集運搬処理業務委託経費の支出について（２月分）
46,494

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 鶴見複合施設　貯水槽清掃及び水質検査業務の実施と同経費の支出について
35,284

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 中央図書館　地下６階ファンルーム内汚水槽用ばっ気ポンプ整備業務請負の実施及び同経費の支出について
999,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　阿倍野複合施設　空気環境測定業務費用の分担金の支出について（平成３１年２月～平成３１年３月分）
6,739

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成31年03月07日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書整理用切手の購入にかかる経費の支出について
37,170

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成31年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 サービス事業用折りたたみコンテナ外２点の購入経費の支出について
110,700

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成31年03月12日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 地域館事業用行事にかかる講師謝礼金の支出について（２月）
21,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成31年03月12日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 平成30年度対面朗読協力者フォローアップ講座(2月)の講師謝礼金の支出について
15,400

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成31年03月12日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　備品修繕料 サービス事業用中央図書館ブックプレス２台修理経費の支出について
29,160

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成31年03月15日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 サービス事業用コンパクトデジタルカメラの買入経費の支出について
45,360

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成31年03月15日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 地域館事業用シュレッダーの購入経費の支出について
125,820

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成31年03月15日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 平成30年度障がい者サービス事業用「こどものほんだな」及び「蔵書目録」点字版製作委託経費の支出について
172,800

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成31年03月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 学校図書館活用推進事業用学校図書館支援ボランティア講座の講師謝礼の支出について（１月分）
28,140

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成31年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 地域館事業用「ウィキペディアタウンin 東淀川図書館－まちの魅力をウィキペディアで発信しよう！－」にかかる講師謝礼金の支出について
20,640

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成31年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 平成30年度障がい者サービス事業用対面朗読サービス（2月）の協力者謝礼金の支出について
156,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成31年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 サービス事業用ノートパソコン外４点の購入および同経費の支出について
63,376

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成31年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 大阪市立中央図書館（４フロア分）公衆無線ＬＡＮサービス経費の支出について（２月分）
21,600

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成31年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 地域館事業用後納郵便料の支出について（２月地域図書館）
24,428

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成31年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 サービス事業用後納郵便料の支出について（２月中央図書館）
58,714

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成31年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 大阪市立福島図書館ほか５館公衆無線ＬＡＮサービス経費の支出について（２月分）
32,400

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成31年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 サービス事業用マイクロフィルムリーダー機器長期借入経費の支出について
91,800

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成31年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　庁用器具費 サービス事業用デジタル印刷機の購入経費の支出について
302,400

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成31年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　機械器具費 サービス事業用ノートパソコン外４点の購入および同経費の支出について
151,328

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成31年03月25日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 サービス事業用印刷機用インク外１点の購入経費の支出について
92,880

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成31年03月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 地域館事業用折り紙７．５ｃｍ角（あか）外１１点の購入経費の支出について
18,720



平成30年度（平成31年３月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成31年03月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 地域館事業用入館者カウンター外１点の購入経費の支出について（その２）
36,072

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成31年03月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　機械器具費 地域館事業用入館者カウンター外１点の購入経費の支出について（その２）
57,888

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成31年03月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　機械器具費 サービス事業用テント（ワンタッチ）の購入経費の支出について
66,960

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成31年03月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 障がい者サービス事業用コンデンサーマイク外２点の購入経費の支出について
57,240

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成31年03月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 障がい者サービス事業用録音図書の購入経費の支出について
874,152

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成31年03月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 平成30年度障がい者サービス事業用「こどものほんだな」マルチメディアデイジー版製作委託経費の支出について
174,204

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成31年03月29日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 障がい者サービス事業用デイジー録音機外1点の購入経費の支出について
16,200

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成31年03月29日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 地域館事業用木工用ボンド外５点の購入経費の支出について
229,284

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成31年03月29日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 大阪市立都島図書館外6館公衆無線ＬＡＮサービス経費の支出について（２月分）
83,160

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成31年03月29日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　機械器具費 障がい者サービス事業用デイジー録音機外1点の購入経費の支出について
164,000

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

平成31年03月01日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用プロバイダ料（withフレッツS（F)西)の支出について(平成31年1月分)
1,512

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

平成31年03月05日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用欧米諸国等雑誌買入経費の支出について(1月分)
27,633

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

平成31年03月05日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外1館閲覧用法規類追録(「現行日本法規」外10タイトル)買入経費の支出について（1月分）
47,952

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

平成31年03月07日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 東淀川図書館外4館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について(1月分)
195,177

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

平成31年03月07日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 阿倍野図書館外4館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について(1月分)
197,235

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

平成31年03月07日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 中央図書館外1館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について（１月分その２）
568,574

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

平成31年03月07日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 旭図書館外3館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について(1月分)
157,710

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

平成31年03月07日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 西淀川図書館外5館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について(1月分)
261,687

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

平成31年03月07日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 平野図書館外4館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について(1月分)
294,856

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

平成31年03月07日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 旭図書館外3館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について(1月分)
971,234

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

平成31年03月07日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 東淀川図書館外4館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について(1月分)
1,202,375

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

平成31年03月07日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 平野図書館外4館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について(1月分)
1,816,400

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

平成31年03月07日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 中央図書館外1館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について（１月分その２）
4,177,384

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

平成31年03月07日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 西淀川図書館外5館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について(1月分)
1,611,924

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

平成31年03月07日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 阿倍野図書館外4館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について(1月分)
1,214,735

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

平成31年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 図書館情報ネットワークシステム事業用耐震・転倒防止用接着マット買入経費の支出について
209,520

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

平成31年03月11日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 図書館資料装備業務委託経費の支出について（１月分）
738,800

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

平成31年03月11日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「Nexis」使用料の支出について(平成31年1月分)
44,906

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

平成31年03月14日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用日本工業規格追録買入経費の支出について（2月分）
198,849

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

平成31年03月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用欧米諸国等雑誌買入経費の支出について(2月分)
31,978

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

平成31年03月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用南米雑誌買入経費の支出について（2月分）
16,586

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

平成31年03月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外3館閲覧用中国語雑誌買入経費の支出について（2月分）
35,502

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

平成31年03月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外2館閲覧用ハングル雑誌買入経費の支出について（2月分）
54,050

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

平成31年03月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用外国雑誌「Ebony」外1誌買入経費の支出について（2月分）
1,728

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

平成31年03月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「JapanKnowledge」(ジャパンナレッジLib)使用料の支出について(平成31年3月分)
137,052

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

平成31年03月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 図書館閲覧用欧米諸国アルファベット言語図書及びマーク買入経費の支出について（９月～１月分）
17,604

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

平成31年03月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 図書館閲覧用紙芝居買入経費の支出について(第１回分)
647,239

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

平成31年03月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 図書館閲覧用欧米諸国アルファベット言語図書及びマーク買入経費の支出について（９月～１月分）
645,521

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

平成31年03月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 図書館閲覧用住宅地図買入経費の支出について(歩引率・単価契約)(2月分)
23,878

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

平成31年03月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用クライアント機器等長期借入（再リース）の経費の支出について（２０１９年２月分）
2,592,000

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

平成31年03月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用サーバ機器等長期借入（再リース）の実施及び経費の支出について（２０１９年２月分）
3,488,616

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

平成31年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　特別旅費 「ＩＣＴ地域活性化大賞２０１９」決勝大会にかかる出張ならびに同経費の支出について
29,560

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

平成31年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用アジア諸国新聞・雑誌買入経費の支出について（2月分）
44,749

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

平成31年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立図書館情報ネットワークシステム事業用ファイアウォール機器及び音声応答装置長期借入経費の支出について（２０１９年２月分）
383,616

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

平成31年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「Nexis」使用料の支出について(平成31年2月分)
44,906

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

平成31年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 中央図書館外11館閲覧用図書「のらっこの春夏秋冬全５冊セット」買入経費の支出について
64,638

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

平成31年03月25日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 城東図書館閲覧用新聞(毎日新聞外1紙)買入経費の支出について（１～２月分）
17,874
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教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

平成31年03月25日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 大阪市図書館情報ネットワークシステムにおける通信サービス提供（再契約）の実施ならびに同所要経費の支出について（平成31年2月分）
475,740

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

平成31年03月25日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用携帯電話使用料の支出について(auKDDI平成31年2月分)
13,280

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

平成31年03月25日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 大阪市図書館情報ネットワークシステムにおける市民利用通信サービス提供の実施ならびに同所要経費の支出について（平成31年度2月分）
179,820

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

平成31年03月25日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 中央図書館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について（２月分その１）
301,379

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

平成31年03月25日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 中央図書館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について（２月分その１）
2,214,677

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

平成31年03月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東成図書館閲覧用新聞(読売新聞)買入経費の支出について（１月～２月分）
8,800

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

平成31年03月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用携帯電話使用料の支出について(ソフトバンク平成31年2月分)
2,738

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

平成31年03月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外1館閲覧用法規類追録(「現行日本法規」外10タイトル)買入経費の支出について（2月分）
28,944

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

平成31年03月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用欧米諸国等雑誌買入経費の支出について(12月分)
74,489

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

平成31年03月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用法規類追録(「判例体系 知的財産権法」外2タイトル)買入経費の支出について（2月分）
9,976

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

平成31年03月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用雑誌買入経費の支出について（2月分）
889,000

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

平成31年03月29日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東淀川図書館外3館閲覧用雑誌買入経費の支出について（2月分）
182,626

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

平成31年03月29日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 旭図書館外3館閲覧用雑誌買入経費の支出について（2月分）
243,464

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

平成31年03月29日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西淀川図書館外4館閲覧用雑誌買入経費の支出について（2月分）
218,035

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

平成31年03月29日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用プロバイダ料（withフレッツS（F)西)の支出について(平成31年2月分)
1,512

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「学校教育ＩＣＴ活用事業」推進会議（３）にかかる報償金の支出について
76,730

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（０１４）にかかる管外出張旅費の支出について（７／３０～８／１　防災教育のための視察　宮城県石巻市立鮎川小学校他）
63,310

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（０４５）にかかる管外出張旅費の支出について（１１／１６～１７　川内菜の花幼稚園他　第２２回視聴覚教育総合全国大会）
29,760

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１２６）にかかる管外出張旅費の支出について（１１／２　全国小学校国語教育研究大会　名古屋大会　高蔵小学校）
10,780

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月04日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成３１年１月分）の支出について
9,120

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月04日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成30年度自尊感情を育む仲間づくり研修（ピア・サポート研修）２にかかる講師謝礼等経費の支出について
15,110

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月04日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成３１年１月分）の支出について
76,100

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月04日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成３１年１月分）の支出について
43,460

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月04日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成３１年１月分）の支出について
33,690

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月04日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 筑波大学附属小学校「学習公開・初等教育研修会」及び平成３０年度　国立教育政策研究所「教育課程研究指定校事業研究協議会」への参加について
29,350

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成３１年１月分）の支出について
37,610

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成３１年１月分）の支出について
32,420

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月05日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１３５）にかかる管内出張旅費の支出について（８／２１　第４１回夏期セミナー（大阪会場）　アネックスパル法円坂）
360

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月06日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成３０年度教職員地域研修（北ブロック）にかかる講師謝礼等経費の支出について
7,780

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月07日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成30年度第２回大阪市教育センター事業評価会議及び運営会議にかかる講師謝礼等経費の支出について
15,820

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月07日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座（１４）「授業づくり３－③（小）」「子ども理解５～特別支援教育～（中）」「面接特別講座」にかかる講師謝礼等経費の支出について
254,000

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 プログラミング教育推進事業　ワーキング（２）にかかる講師謝礼等経費の支出について
16,600

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１４８）にかかる管外出張旅費の支出について（１１／３０　視察　東京都立国際高等学校）
86,400

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１４８）にかかる管外出張旅費の支出について（１１／２３　東京学芸大学付属高等学校　第１７回公開教育研究大会）
57,360

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（０５１）にかかる管外出張旅費の支出について（１１／２８～２９　視察　熊谷市役所他）
71,760

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 教職員地域研修推進事業用、教育センターの事務事業用　ＯＡラベル等４点の買入及び経費の支出について
13,224

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費
筑波大学附属小学校「学習公開・初等教育研修会」及び平成３０年度　国立教育政策研究所「教育課程研究指定校事業研究協議会」への参加にかかる経費の
支出について 38,760

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教職員地域研修推進事業用、教育センターの事務事業用　ＯＡラベル等４点の買入及び経費の支出について
4,698

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育センター建物維持管理用及び機能充実用　スイッチングハブ　外１点　買入及び経費の支出について
22,680

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 ＬＥＤライト他1点の買入及び同経費の支出について
29,754

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 大阪市教師養成講座事業用　ＯＡ用賞状用紙　外２点の買入及び経費の支出について
21,600

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市教育センター機械警備業務委託(長期継続）の実施及び同経費の支出について（平成31年2月分）
7,344

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 備品購入費　庁用器具費 教育センター建物維持管理用及び機能充実用　スイッチングハブ　外１点　買入及び経費の支出について
88,560

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月11日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１１５）にかかる管外出張旅費の支出について（１１／２９～３０　第５５回全国小学校家庭科教育研究会全国大会　ラヴィール岡山他）
66,250

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月11日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（０２３）にかかる管外出張旅費の支出について（１２／１　日本子ども虐待防止学会　川崎医療福祉大学）
39,250

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月11日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１０７）にかかる管外出張旅費の支出について（１２／２６～２７　第４３回セミナー算数の深い学びとは　ニューウェルシティ湯河原）
32,800

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月11日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 研究・研修支援事業用、教職員地域研修推進事業用及び人権教育研究事業用　印刷機用インク　４点の買入及び経費の支出について
192,041
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教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月11日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 研究・研修支援事業用、教職員地域研修推進事業用及び人権教育研究事業用　印刷機用インク　４点の買入及び経費の支出について
30,132

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月11日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 研究・研修支援事業用、教職員地域研修推進事業用及び人権教育研究事業用　印刷機用インク　４点の買入及び経費の支出について
121,331

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（０１５）にかかる管外出張旅費の支出について（１２／２７　第１１回道徳教育研究大会　筑波大学附属小学校）
30,000

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１２５）にかかる管外出張旅費の支出について（１１／３０～１２／１　日本子ども虐待防止学会　倉敷市民会館・川崎医療福祉大学）
20,860

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（０２１）にかかる管外出張旅費の支出について（１１／３～４　日本道徳教育学会第９２回大会　金沢工業大学）
81,300

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（０３４）にかかる管外出張旅費の支出について（１２／８　第１０回ユネスコスクール全国大会　横浜市立みなとみらい本町小学校）
56,780

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（０５１）にかかる管外出張旅費の支出について（１０／３１　公開授業・研究協議会　高岡市立志貴野中学校）
34,680

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１１６）にかかる管外出張旅費の支出について（１２／２　第２１回幼小中一貫教育研究会　広島大学附属幼稚園・小学校・中学校）
17,220

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 研究・研修支援事業用及び教職員地域研修推進事業用　拡大機用ロール紙　２点の買入及び経費の支出について
270,544

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 研究・研修支援事業用及び教職員地域研修推進事業用　拡大機用ロール紙　２点の買入及び経費の支出について
17,889

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月12日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成３０年度情報教育モラル研修にかかる講師謝礼等経費の支出について
16,380

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月12日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 教育センターにおける一般維持管理用切手の購入及び経費の支出について
9,440

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月12日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 大阪市教育センター清掃業務委託（長期継続）の実施及び同経費の支出について(平成３１年２月分）
540,000

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（０２４）にかかる管外出張旅費の支出について（１２／２６　第２４回国語授業づくりセミナー　筑波大学附属小学校）
28,980

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１１０）にかかる管外出張旅費の支出について（１２／２２　遊び×学び　授業リノベーションｐａｒｔ３　筑波大学附属小学校）
29,240

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（０３０）にかかる管外出張旅費の支出について（１２／２６～１２／２７　第３回全国国語実践研究会埼玉大会　ホテルブリランテ武蔵野）
39,080

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 教職員地域研修推進事業用　インクカートリッジ等５点の買入及び経費の支出について
126,279

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 大阪市教師養成講座用及び教職員地域研修推進事業用　ビデオカメラ　外１点の買入及び経費の支出について
14,904

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月14日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 大阪市教師養成講座用及び教職員地域研修推進事業用　ビデオカメラ　外１点の買入及び経費の支出について
27,864

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月14日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 教育センター研修申込用サーバ機器一式　長期借入（再リース）の経費の支出について（平成３１年２月）
3,510

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ＩＣＴ活用事業における咲洲みなみ小中一貫校ＩＣＴ活用支援業務委託の実施にかかる経費支出について（平成３１年２月分）
267,840

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 「学校教育ＩＣＴ活用事業」に資する実証研究に係る調査業務委託の実施及び経費支出について（平成３１年２月分）
2,147,493

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ＩＣＴ活用事業における咲洲みなみ小中一貫校ＩＣＴ活用支援業務委託の実施にかかる経費支出について（平成３１年２月分）
267,840

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 「学校教育ＩＣＴ活用事業」に資する実証研究に係る調査業務委託の実施及び経費支出について（平成３１年２月分）
1,124,878

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（０２５）にかかる管外出張旅費の支出について（１／１９　第５回筑波小中高大連携社会科授業研究会　筑波大学附属中学校・高等学校）
29,240

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（０３８）にかかる管外出張旅費の支出について（２／８～９　学習公開・初等教育研修会　筑波大学附属小学校）
38,100

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（０３６）にかかる管外出張旅費の支出について（２／８～９　学習公開・初等教育研修会　筑波大学附属小学校）
37,940

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（０２７）にかかる管外出張旅費の支出について（２／９　学習公開・初等教育研修会　筑波大学附属小学校　）
58,800

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（０４５）にかかる管外出張旅費の支出について（２／８～９　学習公開・初等教育研修会　筑波大学附属小学校）
76,340

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（００８）にかかる管外出張旅費の支出について（２／８、９　学習公開・初等教育研修会　筑波大学附属小学校）
58,480

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（００３）にかかる管外出張旅費の支出について（１１／３　平成３０年度幼児教育研究会　岡山大学教育学部附属幼稚園）
12,320

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（０４４）にかかる管外出張旅費の支出について（２／８～９　学習公開・初等教育研修会　筑波大学附属小学校）
37,940

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費
がんばる先生支援事業（１２６）にかかる管外出張旅費の支出について（１２／２６～１２／２７　第３回全国国語実践研究会埼玉大会　公立学校共済組合埼玉宿
泊所） 117,700

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１３４）にかかる管外出張旅費の支出について（１０／２５～２６　全国学校保健・安全研究大会　鹿児島市民文化ホール外）
40,280

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
19,650

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 がんばる先生支援事業用切手等の購入及び経費の支出について
14,700

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成３０年度教職員地域研修（東ブロック）にかかる講師謝礼等経費の支出について
6,200

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（０５８）にかかる管外出張旅費の支出について（２／７～８　秋田公立美術大学外見学　秋田公立美術大学外）
79,820

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費
がんばる先生支援事業（０５６）にかかる管外出張旅費の支出について（１／２４　先鋭的な商業教育を推進する授業改善研究校視察　岐阜県立岐阜商業高等学
校外） 11,420

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費
がんばる先生支援事業（０５６）にかかる管外出張旅費の支出について（２／１４～１５　先鋭的な商業教育を推進する授業改善研究校視察　佐賀県立佐賀商業高
等学校外） 39,080

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（０４３）にかかる管内出張旅費の支出について（８／１８～１９　第６回授業ＵＤカレッジ（関西）　関西学院初等部）
1,120

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費
がんばる先生支援事業（０５６）にかかる管外出張旅費の支出について（１／２３～２４　先鋭的な商業教育を推進する授業改善研究校視察　徳島県立川島中学校
外） 15,550

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１３０）にかかる管外出張旅費の支出について（２／８　第４１回全国小学校道徳教育研究大会　東京都台東区立蔵前小学校　）
29,320

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１０３）にかかる管外出張旅費の支出について（１／２６　東京学芸大学附属大泉小学校研究発表会　東京学芸大学附属大泉小学校）
29,380

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１１７）にかかる管外出張旅費の支出について（１／１２　第４０回全国道徳特別活動研究会　江東区立第四砂町小学校）
29,240

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１１８）にかかる管外出張旅費の支出について（１１／８～９　第５１回全国小学校理科研究協議会研究大会　水戸市立笠原小学校）
40,350

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 研究指定校（田辺中）にかかる管外出張旅費の支出について（１１／９～１０　学力向上フォーラム　大館市民文化会館外）
147,820
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教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１２３）にかかる管外出張旅費の支出について（２／２　ＮＩＳＥ特別支援教育国際シンポジウム　一橋大学）
28,620

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月19日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究・研修支援事業用「研究集録第５９号」の印刷及び経費支出について
102,600

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成３１年２月分）の支出について
13,590

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 研究・研修支援事業用、教職員地域研修推進事業用及び教育センターの機能充実用　　　模造紙　外３点の買入及び経費の支出について
29,808

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 研究・研修支援事業用、教職員地域研修推進事業用及び教育センターの機能充実用　　　模造紙　外３点の買入及び経費の支出について
201,960

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成３１年２月分）の支出について
34,920

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成３１年２月分）の支出について
56,800

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成３１年２月分）の支出について
37,250

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（平成３1年２月分）
59,410

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（平成３1年２月分）
28,220

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（平成３1年２月分）
22,290

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（平成３1年２月分）
1,280

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 管理事務用コピー代金（平成３１年２月分）の支出について
3,339

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 研究・研修支援事業用、教職員地域研修推進事業用及び教育センターの機能充実用　　　模造紙　外３点の買入及び経費の支出について
74,088

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 図書室用コピー代金（平成３１年２月分）の支出について
5,881

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 研修事業用コピー代金（平成３１年２月分）の支出について
58,231

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 高圧限流ヒューズの買入及び同経費の支出について
83,052

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　建物修繕料 大阪市教育センター７階家庭科研修室外1箇所エアコン緊急修繕請負の実施及び同所要経費の支出について
319,680

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ＩＣТ活用事業　モデル校公開授業にかかる講師謝礼等経費の支出について
26,780

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成３１年２月分）の支出について
44,370

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成３１年２月分）の支出について
41,750

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１４４）にかかる管外出張旅費の支出について（１２／２６～２７　第３回　全国国語実践研究会埼玉大会　ホテルブリランテ武蔵野）
117,800

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（０１９）にかかる管外出張旅費の支出について（１２／８　第１０回ユネスコスクール全国大会　横浜市立みなとみらい本町小学校）
28,240

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（０５１）にかかる管外出張旅費の支出について（１１／９～１１／１０　筑波大学附属中学校・研究協議会　筑波大学附属中学校）
75,880

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費
がんばる先生支援事業（０５６）にかかる管外出張旅費の支出について（１２／１３～１４　先鋭的な商業教育を推進する授業改善研究校視察　北海道札幌国際情
報高等学校外） 39,840

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（０５０）にかかる管外出張旅費の支出について（１２／８～１２／９　日本キャリア教育学会第４０回研究大会　早稲田大学）
37,940

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（０５１）にかかる管外出張旅費の支出について（１１／９～１１／１０　筑波大学附属中学校・研究協議会　筑波大学附属中学校）
76,168

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（００３）にかかる管外出張旅費の支出について（２／１５～２／１６　平成３０年度保育実践研究会　千葉大学教育学部附属幼稚園）
38,680

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育センターの機能充実用　トナーカートリッジ（庁内プリンタ用）　外１点の買入及び経費の支出について
95,040

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　光熱水費 教育センター電気料金（平成31年2月分）の支出について
936,525

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　手数料 教職経験者研修等における「教育センターピアノ調律」にかかる経費の支出について
18,900

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ＩＣТ活用事業　モデル校公開授業にかかる講師謝礼等経費の支出について
23,740

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ＩＣТ活用事業　モデル校公開授業にかかる講師謝礼等経費の支出について
18,800

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 大阪市教育センターフォーラム全体会にかかる報償金の経費支出について
14,520

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 プログラミング教育推進事業　協力校公開授業にかかる報償金の支出について
14,000

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費
がんばる先生支援事業（１０６）にかかる管外出張旅費の支出について（１２／２６～２７　平成３０年度全国特別活動研究会宿泊研究会　熱海ニューフジヤホテル
） 64,960

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費
がんばる先生支援事業（０５６）にかかる管外出張旅費の支出について（１／２３～２４　先鋭的な商業教育を推進する授業改善研究校視察　沖縄県立浦添商業高
等学校外） 31,980

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費
がんばる先生支援事業（１０１）にかかる管内出張旅費の支出について（１１／２２　近畿地区小学校生活科・総合的な学習教育研究協議会　大和郡山市立片桐
西小学校） 1,280

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（０５３）にかかる管内出張旅費の支出について（１１／２３　創立１０周年記念研究発表大会　咲くやこの花高等学校外）
680

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費
がんばる先生支援事業（０５１）にかかる管内出張旅費の支出について（１１／２３　大阪教育大学池田地区附属学校研究発表会　大阪教育大学附属池田中学
校） 1,640

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（００１）にかかる管内出張旅費の支出について（１２／６　保育研究指導　相愛大学）
1,160

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（０５３）にかかる管内出張旅費の支出について（９／２１　教育改革に向けて　関西学院大学関西学院会館）
540

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（０４３）にかかる管内出張旅費の支出について（２／１６　学校公開会　関西学院初等部）
1,000

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座（１５）閉講式にかかる講師謝礼等経費の支出について
135,700

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１１９）にかかる管外出張旅費の支出について（２／８～９　学習公開・初等教育研修会　筑波大学附属小学校）
96,420

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（００３）にかかる管外出張旅費の支出について（１２／２　第２１回幼小中一貫教育研究会　広島大学附属三原幼稚園・小学校・中学校）
17,220

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費
がんばる先生支援事業（１３７）にかかる管外出張旅費の支出について（１１／８～９　平成３０年度第５１回全国中学校社会科教育研究大会徳島大会　あわぎん
ホール外） 129,310
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教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（００８）にかかる管内出張旅費の支出について（２／１６　関西学院初等部学校公開会　関西学院初等部）
2,260

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 研究指定校（勝山中）にかかる管内出張旅費の支出について（１／１０　第２回勝山中学校英語科研修会　関西大学高槻ミューズキャンパス））
920

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（０５８）にかかる管内出張旅費の支出について（１２／１３　大阪芸術大学にて鍛金技術講習の受講　大阪芸術大学）
4,130

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（０５５）にかかる管内出張旅費の支出について（１／１３　高校数学指導標準　大阪医科大学）
780

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（０４３）にかかる管内出張旅費の支出について（１２／２６～２８　教育カウンセラー養成講座　大手前大学さくら夙川キャンパス））
1,140

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（０４３）にかかる管内出張旅費の支出について（１２／１６　ザ・プレミアム・ピア　立命館大学梅田キャンパス）
360

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費
がんばる先生支援事業（０４３）にかかる管内出張旅費の支出について（１０／７～８　日本ピア・サポート学会第１７回総会・研究大会　立命館大学朱雀キャンパ
ス） 3,880

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１０２）にかかる管内出張旅費の支出について（１１／３０　平成３０年度公開保育研究会　奈良教育大学附属幼稚園）
3,340

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（０１８）にかかる管内出張旅費の支出について（２／９　平成３０年度教育研究発表会　大阪教育大学附属平野小学校）
2,440

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費
がんばる先生支援事業（０１８）にかかる管内出張旅費の支出について（２／９　大阪教育大学附属平野小学校平成３０年度教育研究発表会　大阪教育大学附属
平野小学校） 560

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（０４３）にかかる管内出張旅費の支出について（１２／２３　第２回研修会日本学校教育相談学会大阪府支部　たかつガーデン）
780

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（０５７）にかかる管内出張旅費の支出について（１１／２３　公開研究会＆ＳＳＨ成果発表会　奈良女子大学附属中等教育学校）
1,520

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費
がんばる先生支援事業（１０２）にかかる管内出張旅費の支出について（１１／１６　造形表現図画工作美術教育研究全国大会６９回奈良大会　生駒市立ひがし保
育園外） 1,720

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費
がんばる先生支援事業（０５１）にかかる管外出張旅費の支出について（１１／１６　横浜市立南高等学校附属中学校公開授業・研究協議会　横浜市立南高等学
校附属中学校） 143,264

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１０２）にかかる管内出張旅費の支出について（１／２６　平成３０年度研究発表会　大阪教育大学附属幼稚園）
560

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育センターの機能充実用　新生児抱き人形　買入及び経費の支出について
28,080

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（０１８）にかかる管内出張旅費の支出について（２／１６　平成３０年度研究発表会　大阪教育大学附属天王寺小学校）
860

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（０５７）にかかる管内出張旅費の支出について（１０／１６　これからの進路指導・学習指導を考える会　ホテルマイステイズ新大阪）
320

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 第２回「がんばる先生支援（グループ研究）」研究成果・検討会議にかかる経費支出について
80,160

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 第２回「がんばる先生支援（グループ研究）」研究成果・検討会議のための事前審査にかかる経費支出について
42,600

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「がんばる先生支援（グループ研究）」グループ研究発表会の視察にかかる経費支出について
31,280

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費
がんばる先生支援事業（１３０）にかかる管外出張旅費の支出について（１１／８～９　第５４回全国小学校道徳教育研究大会　秋田市立広面小学校・秋田キャッス
ルホテル） 46,970

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１４５）にかかる管内出張旅費の支出について（１１／２０　保健体育科研修授業・研究発表視察　高槻市立第九中学校）
960

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費
がんばる先生支援事業（１４１）にかかる管内出張旅費の支出について（８／２１　全特連・発達障害教育セミナー大阪会場　アネックスパル法円坂なにわのみや
ホール） 360

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１４０）にかかる管内出張旅費の支出について（８／９　第６５回全国中学校理科教育研究会　神戸芸術センター）
1,240

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（０２４）にかかる管外出張旅費の支出について（１２／２２　国語授業づくりまるごと講座ｉｎ高知　高知会館）
22,050

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１４５）にかかる管内出張旅費の支出について（６／１５　保健体育科授業視察　高槻市立第九中学校）
1,220

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費
がんばる先生支援事業（１０９）にかかる管外出張旅費の支出について（１／２５　香川大学教育学部附属坂出小学校第１０１回教育研究発表会　香川大学教育
学部附属坂出小 14,560

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費
がんばる先生支援事業（１０９）にかかる管外出張旅費の支出について（１１／３０～１２／１　日本子ども虐待防止学会第２４回学術集会おかやま大会　倉敷市民
会館外） 54,950

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費
がんばる先生支援事業（１３７）にかかる管外出張旅費の支出について（１１／８～１１／９　平成３０年度中学校社会科教育研究大会徳島大会　あわぎんホール
外） 14,720

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（００９）にかかる管内出張旅費の支出について（８／１０～８／１２　日本美術教育学会（三重大会）外　三重県総合文化センター外）
9,480

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 教育センター一般事務用及びがんばる先生支援事業用　ノート（Ａ４）　外９点　買入及び経費の支出について
25,596

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育センター一般事務用及びがんばる先生支援事業用　ノート（Ａ４）　外９点　買入及び経費の支出について
24,192

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育センターの機能充実事業用　「ＷＹＳＨ教育事例集」全３巻　の買入及び経費の支出について
11,958

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育資料事業用　図書２５点　買入及び経費の支出について
49,896

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　印刷製本費 初任者研修用「新任教員研修　要項」の印刷及び経費の支出について
221,616

教育委員会事務局 管理担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 「Waku×2.com-bee」ポータルサイト機能サービス業務委託長期継続の経費の支出について（平成３１年２月）
1,308,295

教育委員会事務局 事務管理担当 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 奨学費事務用　レターパックの購入及び同所要経費の支出について
6,840

教育委員会事務局 事務管理担当 平成31年03月07日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　奨学費補助金 平成30年度大阪市奨学費（第3回目）の支出について
1,833,390

教育委員会事務局 事務管理担当 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費
負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助
金

就学援助費（給食費　３月７日払）の支給について
894,862

教育委員会事務局 事務管理担当 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費
負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助
金

就学援助費（児童生徒費等　３月７日払）の支給について
3,320,332

教育委員会事務局 事務管理担当 平成31年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費
負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助
金

就学援助費（給食費　３月７日払）の支給について
177,450

教育委員会事務局 事務管理担当 平成31年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費
負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助
金

就学援助費（児童生徒費等　３月７日払）の支給について
6,851,824

教育委員会事務局 事務管理担当 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
13,030

教育委員会事務局 事務管理担当 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター貯水槽清掃・水質検査業務委託契約の締結並びに同所要経費の支出について
90,979

教育委員会事務局 事務管理担当 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センターエレベータ保守点検業務委託及び同経費の支出について（２月分）
25,920

教育委員会事務局 事務管理担当 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター清掃業務委託契約の締結並びに同所要経費の支出について（２月分）
75,600
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教育委員会事務局 事務管理担当 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成３０年度　電子計算機処理業務委託（就学援助保護者口座パンチ入力・入学前支給分）の実施並びに同経費の支出について
240,057

教育委員会事務局 事務管理担当 平成31年03月12日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 奨学費・特別支援教育就学奨励費システム用　管理システムサーバー装置等長期借入経費の支出について（平成31年2月分）
38,664

教育委員会事務局 事務管理担当 平成31年03月13日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 管理用デジタル製版用原紙（リソー）外１点の購入及び同経費の支出について
167,508

教育委員会事務局 事務管理担当 平成31年03月13日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　奨学費補助金 平成30年度大阪市奨学費（第3回目）の支出について（追加分）
19,230

教育委員会事務局 事務管理担当 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 ＰＰＣラベル外４０点の購入及び同経費の支出について
231,670

教育委員会事務局 事務管理担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費
負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助
金

就学援助費（児童生徒費等　３月１８日払）の支給について
46,956,800

教育委員会事務局 事務管理担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費
負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助
金

就学援助費（児童生徒費等　３月１８日払）の支給について
81,393,200

教育委員会事務局 事務管理担当 平成31年03月19日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 奨学費用郵便料金等の経費支出について（２月分）
982

教育委員会事務局 事務管理担当 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費
負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助
金

就学援助費（児童費等　３月７日払における口座振替不能）の再支給について
2,085

教育委員会事務局 事務管理担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 管理用複写機に係るコピー代金の支出について（２月分）
24,215

教育委員会事務局 事務管理担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 管理用リサイクルトナーカートリッジ外１点の購入及び同経費の支出について
193,752

教育委員会事務局 事務管理担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 事務管理用郵便料金の経費支出について（２月分）
27,913

教育委員会事務局 事務管理担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 就学援助用郵便料金等の経費支出について（２月分）
214,715

教育委員会事務局 事務管理担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター事務用ファクシミリ装置長期借入及び同経費の支出について（２月分）
10,584

教育委員会事務局 事務管理担当 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 学校経営管理センター職員用市内出張交通費の支出について（２月分）
2,790

教育委員会事務局 事務管理担当 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 学校経営管理センター職員用市内出張交通費の支出について（２月分）
76,722

教育委員会事務局 事務管理担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター用電話代にかかる経費支出について（２月分）
118,211

教育委員会事務局 事務管理担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター用電話代（メンバーズネット）にかかる経費支出について（２月分）
8,273

教育委員会事務局 事務管理担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター空気環境測定業務委託及び同経費の支出について
64,800

教育委員会事務局 事務管理担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費
負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助
金

就学援助（児童生徒費等　３月１８日払における口座振替不能）の再支給について
50,600

教育委員会事務局 事務管理担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費
負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助
金

就学援助費（児童生徒費等　３月２９日払）の支給について
1,615,435

教育委員会事務局 事務管理担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費
負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助
金

就学援助費（給食費　３月２９日払）の支給について
826,496

教育委員会事務局 事務管理担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費
負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助
金

就学援助費（給食費　３月２９日払）の支給について
116,982

教育委員会事務局 事務管理担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費
負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助
金

中学校夜間学級就学援助費（３月２９日払）の支給について
502,243

教育委員会事務局 事務管理担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費
負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助
金

就学援助（児童生徒費等　３月１８日払における口座振替不能）の再支給について
57,400

教育委員会事務局 事務管理担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費
負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助
金

就学援助費（児童生徒費等　３月２９日払）の支給について
3,825,673

教育委員会事務局 学務担当 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 西区、港区、大正区、浪速区の大阪市立学校（５１校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）１０～１２月分
2,018,707

教育委員会事務局 学務担当 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 住之江区、住吉区の大阪市立学校（４３校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）１０～１２月分
1,905,713

教育委員会事務局 学務担当 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 住之江区、住吉区の大阪市立学校（４３校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）１０～１２月分
1,058,730

教育委員会事務局 学務担当 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 西区、港区、大正区、浪速区の大阪市立学校（５１校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）１０～１２月分
807,483

教育委員会事務局 学務担当 平成31年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 住之江区、住吉区の大阪市立学校（４３校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）１０～１２月分
70,582

教育委員会事務局 学務担当 平成31年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 西区、港区、大正区、浪速区の大阪市立学校（５１校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）１０～１２月分
115,355

教育委員会事務局 学務担当 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成30年度学校給食費督促状兼納付書及び催告書兼納付書封入封緘等業務委託（概算契約）及び同経費の支出について
62,702

教育委員会事務局 学務担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学務担当（未収金対策グループ）用郵便料金の経費支出について（２月分）
460,008

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月07日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 職員手当等　児童手当 教職員児童手当の支出について（３月支給分）
565,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 平成３０年度学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（１月分）
209,952

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 第２回　大阪市教育情報ネットワーク基盤構築・運用保守業務委託に係る総合評価一般競争入札検討会議委員への報償金の支出について
40,370

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 平成３０年度学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（１月分）
1,127,520

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ICT活用事業　教材作成機設定変更等業務委託にかかる経費支出について
5,395,777

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 平成３０年度学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（１月分）
509,328

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ICT活用事業　教材作成機設定変更等業務委託にかかる経費支出について
3,115,703

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 平成３０年度学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（１月分）
77,760

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 校務支援システム機種更新に伴う統合認証システム設定変更等業務委託にかかる経費の支出について
5,366,520

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 学校教育ICT活用事業　管外出張にかかる経費支出について
38,480

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 学校教育ICT活用事業　管外出張にかかる経費支出について
39,040

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　退職手当 教職員の退職手当の支出について
852,376

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 給料　給料 平成３１年３月給与の支給について
14,062,682
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教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 給料　教員給 平成３１年３月給与の支給について
101,461,970

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月給与の支給について
1,583,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月給与の支給について
19,245,863

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月給与の支給について
3,055,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月給与の支給について
70,052

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月給与の支給について
598,586

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月給与の支給について
3,443,300

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成３１年３月給与の支給について
781,497

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 賃金　賃金 平成３１年３月アルバイト賃金の支出について
115,439

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月報酬の支出について
12,375,277

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成３１年３月報酬の支出について
343,238

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月報酬の支出について
8,365,440

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　費用弁償 平成３１年３月報酬の支出について
227,768

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月報酬の支出について
228,800

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 旅費　費用弁償 平成３１年３月報酬の支出について
25,880

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 給料　給料 平成３１年３月給与の支給について
368,613,626

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 給料　教員給 平成３１年３月給与の支給について
2,304,822,180

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月給与の支給について
55,468,146

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月給与の支給について
443,780,471

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月給与の支給について
38,270,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月給与の支給について
4,166,670

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月給与の支給について
18,369,621

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成３１年３月給与の支給について
61,200

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月給与の支給について
64,196,204

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成３１年３月給与の支給について
34,466,625

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成３１年３月給与の支給について
151,177

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成３１年３月給与の支給について
6,784

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 災害補償費　災害補償費 公務災害による休業補償費（３月分）の支出について
71,925

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月報酬の支出について
21,826,470

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 賃金　賃金 平成３１年３月特別教育支援サポーターにかかる賃金の支出について
36,103,363

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 賃金　賃金 平成３１年３月アルバイト賃金の支出について
9,018,518

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　費用弁償 平成３１年３月報酬の支出について
1,186,820

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 給料　給料 平成３１年３月給与の支給について
111,852,577

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 給料　教員給 平成３１年３月給与の支給について
1,317,530,443

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月給与の支給について
32,860,750

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月給与の支給について
237,268,008

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月給与の支給について
18,509,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月給与の支給について
2,730,485

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月給与の支給について
9,633,826

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成３１年３月給与の支給について
25,247,250

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月給与の支給について
34,171,810

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成３１年３月給与の支給について
19,938,118

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成３１年３月給与の支給について
27,115

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成３１年３月給与の支給について
27,416

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 災害補償費　災害補償費 公務災害による休業補償費（３月分）の支出について
208,368

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月報酬の支出について
12,966,400

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 賃金　賃金 平成３１年３月アルバイト賃金の支出について
2,171,481
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教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 賃金　賃金 平成３１年３月特別教育支援サポーターにかかる賃金の支出について
10,039,713

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　費用弁償 平成３１年３月報酬の支出について
1,054,140

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 給料　給料 平成３１年３月給与の支給について
34,614,425

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 給料　教員給 平成３１年３月給与の支給について
411,186,772

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月給与の支給について
11,043,700

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月給与の支給について
73,620,028

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月給与の支給について
2,859,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月給与の支給について
1,320,688

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月給与の支給について
2,114,297

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　産業教育手当 平成３１年３月給与の支給について
5,140,600

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　定時制教育手当 平成３１年３月給与の支給について
3,750,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成３１年３月給与の支給について
3,994,350

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月給与の支給について
9,073,300

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成３１年３月給与の支給について
6,199,310

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成３１年３月給与の支給について
36,192

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成３１年３月給与の支給について
29,701

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月報酬の支出について
12,587,568

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 賃金　賃金 平成３１年３月アルバイト賃金の支出について
2,074,907

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 旅費　費用弁償 平成３１年３月報酬の支出について
996,453

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金
第２回　大阪市教育情報ネットワーク及びシステム再構築に係る開発・運用保守等支援業務委託に係る総合評価一般競争入札検討会議委員への報償金の支出
について 34,480

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 大阪市教育委員会事務局教育情報ネットワーク統合用回線認証サーバ装置等長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
33,228

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター教職員勤務情報システムサーバ関係機器等　再借入（長期継続）にかかる経費の支出について（２月分）
289,818

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用ルータ装置再借入にかかる経費の支出について（２月分）
183,168

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 大阪市教育委員会事務局教育情報ネットワーク統合用回線認証サーバ装置等長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
280,728

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用ルータ装置再借入にかかる経費の支出について（２月分）
183,168

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター教職員勤務情報システムサーバ関係機器等　再借入（長期継続）にかかる経費の支出について（２月分）
289,818

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 大阪市教育センター教職員研修用パソコン実習室機器一式　長期借入にかかる経費支出について（２月分）
153,360

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業に伴うＰｒｏｘｙサーバ長期借入の実施及び経費支出について（２月分）
502,416

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 専門高校　情報処理教育用電子計算機組織一式　長期借入にかかる経費支出について（２月分）
8,306,793

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 授業用パソコン長期借入にかかる経費支出について（２月分）
7,794,844

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 　教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２７-東ブロック）にかかる経費支出について（２月分）
1,593,648

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立天王寺小学校校内ＬＡＮ用ネットワークスイッチ等機器一式　長期借入にかかる経費支出について（２月分）
4,050

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 　教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２７-北ブロック）にかかる経費支出について（２月分）
1,232,769

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式（東ブロック）長期借入にかかる経費支出について（２月分）
3,239,909

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立天王寺小学校外２校校内ＬＡＮ通信機器　長期借入にかかる経費支出について（２月分）
20,088

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　堀江小学校校内ＬＡＮ用ネットワークスイッチ等機器一式　長期借入の実施並びに同所要経費の支出について（２月分）
2,754

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　日本橋小中一貫校及び梅南津守小学校校内ＬＡＮ通信機器　長期借入の実施並びに同所要経費の支出について（２月分）
51,251

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　咲洲みなみ小中一貫校外５校　画像転送装置　長期借入の実施並びに同所要経費の支出について
33,330

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　校内ＬＡＮ用ネットワークスイッチ等機器一式　長期借入の実施及び同所要経費の支出について（２月分）
407,847

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校及び高等学校教育用コンピュータ機器一式長期借入（東ブロック）にかかる経費支出について（２月分）
2,886,840

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式長期借入（南ブロック）にかかる経費支出について（２月分）
3,382,246

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、高等学校教育用コンピュータ機器一式（東ブロック）　長期借入にかかる経費支出について（２月分）
3,574,973

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 　教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２７-西ブロック）にかかる経費支出について（２月分）
1,325,306

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式（南ブロック）（その２）長期借入にかかる経費支出について（２月分）
2,732,486

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式長期借入（北ブロック）にかかる経費支出について（２月分）
3,511,343

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式借入（長期継続）にかかる経費支出について（２月分）
226,168

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校及び中学校新規モデル校校内ＬＡＮ用ネットワークスイッチ等機器一式長期借入にかかる経費支出について（２月分）
101,805
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教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式（北ブロック）長期借入にかかる経費支出について（２月分）
2,694,268

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　タブレット端末等機器長期借入にかかる経費支出について（２月分）
18,519,310

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校教育用コンピュータ機器一式（北ブロック）　長期借入にかかる経費支出について（２月分）
3,843,720

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 　学校教育ＩＣＴ活用事業　咲洲みなみ小中一貫校タブレット端末等機器一式長期借入の実施並びに同所要経費の支出について（２月分）
934,244

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　梅南津守小学校校内ＬＡＮ用ネットワークスイッチ等機器一式　長期借入の実施並びに同所要経費の支出について（２月分）
1,620

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　咲洲みなみ小中一貫校外５校　校内ＬＡＮ通信機器　長期借入の実施並びに同所要経費の支出について（２月分）
71,564

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 電子教材活用環境整備事業　授業用パソコン（H29増学級分）機器一式　長期借入の実施並びに同所要経費の支出について（２月分）
181,026

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 電子教材活用環境整備事業　授業用パソコン（増学級分）等機器一式　長期借入にかかる経費支出について（２月分）
141,258

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　日本橋小中一貫校及び梅南津守小学校画像転送装置　長期借入の実施並びに同所要経費の支出について（２月分）
16,283

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 　教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２７-南ブロック）にかかる経費支出について（２月分）
1,262,196

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式長期借入（西ブロック）にかかる経費支出について（２月分）
2,948,198

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立天王寺小学校外２校画像転送装置　長期借入にかかる経費支出について（２月分）
3,564

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　校内ＬＡＮサーバ長期借入にかかる経費支出について（２月分）
4,157,757

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式（西ブロック）（その２）長期借入にかかる経費支出について（２月分）
2,519,929

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　校内ＬＡＮ通信機器長期借入にかかる経費支出について（２月分）
861,880

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　日本橋小中一貫校タブレット端末等機器一式長期借入の実施並びに同所要経費の支出について（２月分）
1,159,651

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式（南ブロック）　長期借入にかかる経費支出について（２月分）
3,608,217

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校内ＬＡＮ用ネットワークスイッチ等機器一式　長期借入の実施及び同所要経費の支出について（２月分）
90,134

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式（西ブロック）　長期借入にかかる経費支出について（２月分）
3,764,621

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　ＬＴＥタブレット端末等機器長期借入にかかる経費支出について（２月分）
1,812,790

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式長期借入（西ブロック）にかかる経費支出について（２月分）
2,293,042

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　咲洲みなみ小中一貫校外５校　画像転送装置　長期借入の実施並びに同所要経費の支出について
11,457

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　ＬＴＥタブレット端末等機器長期借入にかかる経費支出について（２月分）
679,796

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 　学校教育ＩＣＴ活用事業　咲洲みなみ小中一貫校タブレット端末等機器一式長期借入の実施並びに同所要経費の支出について（２月分）
885,394

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 　教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２７-南ブロック）にかかる経費支出について（２月分）
1,262,196

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　咲洲みなみ小中一貫校外５校　校内ＬＡＮ通信機器　長期借入の実施並びに同所要経費の支出について（２月分）
23,854

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　校内ＬＡＮ通信機器長期借入にかかる経費支出について（２月分）
396,968

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式（西ブロック）　長期借入にかかる経費支出について（２月分）
156,859

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校及び高等学校教育用コンピュータ機器一式長期借入（東ブロック）にかかる経費支出について（２月分）
1,443,420

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式（南ブロック）　長期借入にかかる経費支出について（２月分）
156,879

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式（北ブロック）長期借入にかかる経費支出について（２月分）
2,309,372

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　タブレット端末等機器長期借入にかかる経費支出について（２月分）
8,725,742

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　校内ＬＡＮサーバ長期借入にかかる経費支出について（２月分）
1,865,295

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式（東ブロック）長期借入にかかる経費支出について（２月分）
1,259,965

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校及び中学校新規モデル校校内ＬＡＮ用ネットワークスイッチ等機器一式長期借入にかかる経費支出について（２月分）
56,220

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校内ＬＡＮ用ネットワークスイッチ等機器一式　長期借入の実施及び同所要経費の支出について（２月分）
470,386

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式借入（長期継続）にかかる経費支出について（２月分）
100,348

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式（南ブロック）（その２）長期借入にかかる経費支出について（２月分）
1,821,658

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式（西ブロック）（その２）長期借入にかかる経費支出について（２月分）
1,979,945

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 電子教材活用環境整備事業　授業用パソコン（増学級分）等機器一式　長期借入にかかる経費支出について（２月分）
46,230

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式（咲くやこの花中学校追加分）　長期借入の実施並びに同所要経費の支出について（２月分）
6,264

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 　教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２７-西ブロック）にかかる経費支出について（２月分）
713,626

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　日本橋小中一貫校及び梅南津守小学校校内ＬＡＮ通信機器　長期借入の実施並びに同所要経費の支出について（２月分）
26,509

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　日本橋小中一貫校及び梅南津守小学校画像転送装置　長期借入の実施並びに同所要経費の支出について（２月分）
10,177

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 電子教材活用環境整備事業　授業用パソコン（H29増学級分）機器一式　長期借入の実施並びに同所要経費の支出について（２月分）
7,758

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　校内ＬＡＮ用ネットワークスイッチ等機器一式　長期借入の実施及び同所要経費の支出について（２月分）
120,273

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 　教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２７-北ブロック）にかかる経費支出について（２月分）
896,559
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教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　日本橋小中一貫校タブレット端末等機器一式長期借入の実施並びに同所要経費の支出について（２月分）
722,681

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 授業用パソコン長期借入にかかる経費支出について（２月分）
3,258,578

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 　教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２７-東ブロック）にかかる経費支出について（２月分）
1,479,816

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式長期借入（南ブロック）にかかる経費支出について（２月分）
1,610,594

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式長期借入（北ブロック）にかかる経費支出について（２月分）
2,394,097

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 高等学校　校内ＬＡＮ用パソコン機器一式　長期借入にかかる経費支出について（２月分）
706,536

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 専門高校　情報処理教育用電子計算機組織一式　長期借入にかかる経費支出について（２月分）
393,687

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式借入（長期継続）にかかる経費支出について（２月分）
14,666

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、高等学校教育用コンピュータ機器一式（東ブロック）　長期借入にかかる経費支出について（２月分）
310,867

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校及び高等学校教育用コンピュータ機器一式長期借入（東ブロック）にかかる経費支出について（２月分）
160,380

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 大阪市教育委員会eLTAX用パソコン等機器一式長期借入及び同経費の支出について（２月分）
6,804

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 次世代学校支援モデル構築に向けたデータ整理業務委託－３にかかる経費の支出について
4,838,400

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
237,266

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
477,759

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 教職員情報システムハウジングサービス業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（２月分）
514,080

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 大阪市教育委員会　統合認証システム構築業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
2,501,469

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 統合認証システム用サーバ機器等一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
357,048

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワーク業務システム用サーバ装置等長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
945,569

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成３０年度システム用バックアップ媒体外部保管及び集配業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（２月分）
14,580

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 教職員情報システム用サーバ機器等　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
428,025

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
2,462,734

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム用サーバ装置等一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
445,990

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 教職員情報システムマイナンバー管理用サーバ機器等一式　長期借入にかかる経費の支出について
12,625

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成３０年度システム用バックアップ媒体外部保管及び集配業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（２月分）
14,580

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 統合認証システムハウジングサービス業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（２月分）
206,280

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワーク業務システム用校園端末装置等（校長室等）長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
153,104

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 教職員情報システム用サーバ機器等　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
1,546,128

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワークシステム用サーバ装置等一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
909,950

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 統合認証システム用サーバ機器等一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
1,022,760

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワーク業務システム用校園端末装置等（校長室等）長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
747,508

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワーク業務システム用サーバ装置等長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
4,555,798

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 教職員情報システムマイナンバー管理用サーバ機器等一式　長期借入にかかる経費の支出について
29,927

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
4,958,961

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（３月分）の支出について
19,099,872

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合事務費負担金（便宜供与にかかる負担金）の支出について
404,982

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　退職手当 給料の号給訂正による退職手当の追給について（平成３０年度退職分）
4,352

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　退職手当 教職員の退職手当の支出について
274,724

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　退職手当 教職員の退職手当の支出について（本務）
13,202,839

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 学校経営管理センター用ラベルライター外２点購入にかかる経費の支出について
75,298

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成３０年度　学校経営管理センター校務支援システム用ハウジングサービス使用料（追加分）の経費支出について（２月分）
56,160

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成３０年度　学校経営管理センター校務支援システム用ハウジングサービス使用料の経費支出について（２月分）
56,160

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校務支援システム運用保守業務委託―２の実施並びに同経費の支出について（２月分）
37,661,377

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用サーバ機器等一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
10,102,320

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 教育用インターネットブロバイダ回線使用料の経費支出について（２月分）
815,076

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 学校教育ＩＣＴ活用事業用光回線通信料の経費支出について（２月分）
5,832

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 情報教育推進事業用インターネット・ハウジング回線使用料の経費支出について（２月分）
182,520

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 学校教育ＩＣＴ活用事業タブレット端末 サービスデスク・基盤・資産管理等サービス業務委託の実施及び経費支出について（２月分）
50,443,865
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教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（３月分）の支出について
569,091,176

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合事務費負担金（便宜供与にかかる負担金）の支出について
10,801,755

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 平成31年度大阪市立小学校指導者用デジタル教科書買入の実施及び同所要経費の支出について
22,474,800

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 「情報教育の推進」事業用光回線通信料にかかる経費の支出について（２月分）
1,104,192

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ２）長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
1,658,756

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ３）長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
1,698,197

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ４）長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
1,553,458

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ５）長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
1,159,012

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 マイクロソフトEES契約　ソフトウェア等ライセンス取得・管理等業務委託にかかる経費支出について（２月分）
3,202,272

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ１）長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
1,497,823

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ＩＣＴ活用事業　日本橋小中一貫校　ＩＣＴ活用支援業務委託　長期継続にかかる経費支出について（２月分）
267,840

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ＩＣＴ活用事業タブレット端末 サービスデスク・基盤・資産管理等サービス業務委託の実施及び経費支出について（２月分）
19,815,814

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校内情報通信網保守業務委託（高速同軸通信方式　東・西・南ブロック）の実施並びに同所要経費の支出について（２月分）
275,184

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ICT活用事業　マイクロソフトEES契約（Windows）ライセンス取得・管理等業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（２月分）
1,659,951

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ＩＣＴ活用事業「ファイル暗号化機能」サービス業務委託　長期継続にかかる経費支出について（２月分）
613,314

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式　再借入（グループ６）－２にかかる経費の支出について（２月分）
109,816

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ１）長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
3,494,920

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ３）長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
3,962,460

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ２）長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
3,870,429

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ４）長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
3,624,735

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ５）長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
2,704,362

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（３月分）の支出について
313,314,719

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合事務費負担金（便宜供与にかかる負担金）の支出について
5,406,912

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 「情報教育の推進」事業用光回線通信料にかかる経費の支出について（２月分）
505,440

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ３）長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
956,983

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校内情報通信網保守業務委託（高速同軸通信方式　東・西・南ブロック）の実施並びに同所要経費の支出について（２月分）
21,168

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 マイクロソフトEES契約　ソフトウェア等ライセンス取得・管理等業務委託にかかる経費支出について（２月分）
1,675,008

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ２）長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
849,004

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ１）長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
809,219

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ＩＣＴ活用事業タブレット端末 サービスデスク・基盤・資産管理等サービス業務委託の実施及び経費支出について（２月分）
8,920,521

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ５）長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
697,184

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ＩＣＴ活用事業　日本橋小中一貫校　ＩＣＴ活用支援業務委託　長期継続にかかる経費支出について（２月分）
267,840

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ４）長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
893,293

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ＩＣＴ活用事業「ファイル暗号化機能」サービス業務委託　長期継続にかかる経費支出について（２月分）
276,097

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ICT活用事業　マイクロソフトEES契約（Windows）ライセンス取得・管理等業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（２月分）
880,209

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ２）長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
1,981,011

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ３）長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
2,232,960

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ１）長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
1,888,178

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ４）長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
2,084,350

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式　再借入（グループ６）－２にかかる経費の支出について（２月分）
60,861

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ５）長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
1,626,762

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合事務費負担金（便宜供与にかかる負担金）の支出について
1,406,709

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（３月分）の支出について
90,582,948

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 「情報教育の推進」事業用光回線通信料にかかる経費の支出について（２月分）
63,502

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ６）長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
1,294,250

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ６）長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
3,019,918

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 管外出張にかかる経費支出について
88,540
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教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 次世代学校支援事業　文部科学省ヒアリングにかかる市内出張交通費の支出について
4,440

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 次世代学校支援事業　実践交流会実施にかかる市内出張交通費の支出について
3,940

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 次世代学校支援事業　文部科学省成果報告会参加にかかる管外出張旅費の支出について
88,020

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム等ハウジングサービス業務委託長期継続にかかる経費の支出について（２月分）
2,106,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 月刊絵本お話リクエスト５～３月号の購入の支出について
4,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 幼児用イス　外　購入の支出について
80,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 はさみ外の購入の支出について
29,754

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 メッシュケース　外　の購入の支出について
38,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 ラベルシール外購入の支出について
75,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 色画用紙　外購入の支出について
119,739

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 上質紙他の購入の支出について
13,555

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本アップル５～３月号の購入の支出について
4,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ツリーチャイム　購入の支出について
19,975

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 プリンタトナーカートリッジ外３件の購入の支出について
67,793

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＣＤラジオ外の購入の支出について
66,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 絵本補修用テープ購入の支出について
3,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本初めて出会う名作絵本５～３月号の購入の支出について
3,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 知育玩具外購入の支出について
14,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
2,470,435

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 チャイルドブック　ゴールド　５～３月号外購入の支出について
13,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊誌「プリン」外（５～３月号）購入の支出について
13,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 園芸の土　購入の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　食糧費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
45,332

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　印刷製本費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
20,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 園庭遊具の補修の支出について
167,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
90,133

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 グランドピアノ・アップライトピアノの調律の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書筆耕の支出について
5,637

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書筆耕の支出について
5,054

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
2,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 教科書・国語（東京書籍）１年上外購入の支出について
17,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 低反発ユニット畳外購入の支出について
153,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 色上質紙　外　購入の支出について
13,462

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 発表ボード　外　購入の支出について
76,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 発表板外購入の支出について
198,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
123,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
107,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 絵本「ひまわり」外購入の支出について
97,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＡＶアダプタＨＤＭＩ変換ケーブル購入の支出について
13,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 たたみ外購入の支出について
130,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究紀要外印刷の支出について
123,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷の支出について
248,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 平成３０年度　視聴覚部研究発表会資料の印刷の支出について
72,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷の支出について
164,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 書画カメラ購入の支出について
52,800
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
70,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　建物修繕料 空調機取替工事の支出について
462,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 役務費　通信運搬費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
25,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歯鏡　外　購入の支出について
140,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 人体骨格模型外購入の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
143,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　ほか　購入の支出について
11,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 実用鍋　外　購入の支出について
32,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用ベニヤ板外購入の支出について
70,405

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ニス外購入の支出について
96,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイクロフォン　外　購入の支出について
99,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 三つで塵取り他購入の支出について
63,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用マスター　４箱購入の支出について
58,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土　他購入の支出について
137,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 写真印刷紙　購入の支出について
18,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コードレス掃除機外購入の支出について
39,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 国語学習のまとめ　２年　外　購入の支出について
74,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土　外　購入の支出について
54,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 読売新聞購読料（４～１２月分）の支出について
34,713

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーボックス外購入の支出について
111,485

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電動鉛筆削り　外購入の支出について
15,566

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 抗菌まな板　他購入の支出について
83,894

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自在ほうき外購入の支出について
68,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 かや織り布巾外　購入の支出について
16,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ふせん購入の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　外　購入の支出について
69,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザーファックス外購入の支出について
27,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 絵の具外購入の支出について
51,058

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ダブルタムスタンド　外購入の支出について
44,442

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
2,115,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
22,550,442

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土　外　購入の支出について
49,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 亀の子たわし　他購入の支出について
23,198

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトスポンジボール外購入の支出について
53,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キッズドッジボール　外　購入の支出について
78,435

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 譜面台　外購入の支出について
94,662

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＬＥＤフレキシブ照明灯購入の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鋸替刃　外　購入の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土外購入の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式レシプロソー外購入の支出について
132,354

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛用石鹸容器　購入の支出について
24,377

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テープカッター台外購入の支出について
178,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール外購入の支出について
127,799

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 人権学習にかかる実習用材料購入（３／１）の支出について
1,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機製版原紙購入の支出について
52,574

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙他の購入の支出について
72,576
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホースリール外購入の支出について
28,485

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
107,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インフルエンザクリーナー詰替外の購入の支出について
30,564

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土　外購入の支出について
43,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　外　購入の支出について
52,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液晶テレビ他購入の支出について
46,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白ケント紙外　購入の支出について
28,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットリングネット外購入の支出について
51,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ワックス購入の支出について
49,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リングファイル　外５点購入の支出について
58,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量紙粘土　購入の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　燃料費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　食糧費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
249,937

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷の支出について
83,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
18,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガス漏れ修繕工事の支出について
13,678

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 自動火災報知設備配線補修工事の支出について
42,487

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 消火ポンプ不良補修工事の支出について
81,367

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育倉庫シャッター鍵　補修工事の支出について
68,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 屋外用壁掛け時計撤去補修工事の支出について
91,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 消防設備修繕工事の支出について
193,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
191,398

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室前渡り廊下雨樋等補修工事の支出について
87,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 １号館南階段踊場壁面補修工事の支出について
117,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン　修理の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機修理の支出について
39,493

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス小型湯沸器修理の支出について
45,711

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 講堂放送システム修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 デジタルレコーダー　修理の支出について
46,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
24,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 調理作業台車他修繕の支出について
99,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
20,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 消耗品倉庫鍵取替修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 鍵の修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 授業用パソコン修理の支出について
114,436

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室冷凍冷蔵庫修理の支出について
16,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フライヤー修理の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 トイレ天井換気扇　修理の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサ修理の支出について
58,654

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
84,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス回転釜修理の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 インターホン修理の支出について
19,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　食器洗浄機修理の支出について
348,732

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサ修理の支出について
137,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 消毒保管庫修理の支出について
49,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
14,040
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 「ゲル」の運搬の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（３／４）の支出について
30,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年社会見学にかかる参加児童交通費（３／４）の支出について
1,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年生社会見学にかかる参加児童交通費３／４の支出について
7,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
1,902,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 　　　英検Ｊｒ．受験料の支出について
74,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
327,668

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 漢字検定試験受験料の支出について
469,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 　英検Ｊｒ．受験料の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律にかかる経費の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成３０年度卒業証書揮毫業務の支出について
26,438

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
17,998

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書　筆耕料の支出について
21,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
39,321

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 排水管清掃　業務委託の支出について
65,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃　業務委託の支出について
71,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 サクラ剪定作業業務委託の支出について
91,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
11,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書画カメラ　購入の支出について
124,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 会議机購入の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 診察用寝台購入の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オルガン購入の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ他購入の支出について
289,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 吊下式スポットライト購入の支出について
206,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ページセッター購入の支出について
372,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレスアンプ購入の支出について
139,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 歯鏡　外　購入の支出について
80,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ウォータークリーナー　購入の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書『よくわかる人工知能』外　購入の支出について
290,699

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
27,055

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「とうふやのかんこちゃん」外購入の支出について
68,126

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「日本のすがた」他　購入の支出について
303,413

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「調べ学習の基礎の基礎」外購入の支出について
309,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「マップス　新・世界図絵」外購入の支出について
284,762

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「クマのパディントン」外購入の支出について
196,545

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「りんごかもしれない」外購入の支出について
46,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「調べ学習の基礎の基礎」外　購入の支出について
328,294

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
9,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
25,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 読売新聞購読料（４～１２月）の支出について
36,333

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトテニスボール外購入の支出について
108,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式野球ボール外購入の支出について
313,011

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトテニスネット　購入の支出について
20,320
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
44,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
9,237,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン針外購入の支出について
29,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小便器自動洗浄器　外購入の支出について
94,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土購入の支出について
2,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 歯牙保存液　外　購入の支出について
15,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 湯沸器購入の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掛時計外購入の支出について
29,315

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ修理部品の購入の支出について
69,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
749,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ　外　の購入の支出について
20,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 リード線外購入の支出について
42,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
40,219

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイクスタンド外　購入の支出について
47,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガラス用洗剤外　購入の支出について
52,725

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 読売新聞購読料（４月～１２月分）の支出について
35,433

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用ろ紙　外　購入の支出について
133,747

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルハライドランプ　購入の支出について
38,556

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
342,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　燃料費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
19,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　食糧費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
145,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 デイライト取替及び電気配線補修工事の支出について
99,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 格技室ドアハンドル取替修理工事の支出について
84,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
91,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 自転車タイヤパンク　修理の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動ステープラー　修理の支出について
16,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動ステープラー修理の支出について
23,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
86,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 フルート修理外の支出について
100,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 テナーサックス外修理の支出について
85,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機修理の支出について
23,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 連合作品展作品運搬費の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路関係書類にかかる郵送料（３／１）の支出について
22,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 公立学校一般選抜調査書送付に伴う郵便切手購入の支出について
16,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 特支学級校外学習にかかる参加生徒交通費３／４の支出について
7,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
3,443,445

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
120,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ミシン点検調整手数料の支出について
83,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
25,839

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
23,677

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成３０年度卒業証書揮毫料の支出について
19,602

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成３０年度卒業証書揮毫料の支出について
34,797

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 理科課外授業にかかる参加生徒入館料（３／４）の支出について
46,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 特別支援学級校外学習にかかる入館料（３／４）の支出について
19,518

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
15,130
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 小便器自動洗浄器　外購入の支出について
78,705

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 大型液晶テレビ他購入の支出について
355,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 マグネットスクリーン購入の支出について
69,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「読書介助犬オリビア」外購入の支出について
172,285

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
47,254

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 フォト光沢紙の購入の支出について
11,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーコーン　外　購入の支出について
50,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯の購入の支出について
34,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンター用トナーの購入の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
241,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
1,328,643

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　燃料費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
5,533

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　食糧費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
1,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 入学の手引　印刷の支出について
93,549

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 図書館報印刷の支出について
26,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
15,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
2,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 電子セオドライト修理調整の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 調理室実習台混合水栓修理の支出について
389,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 集団調理室ガスオーブン修理の支出について
24,786

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 ドラフター修理の支出について
306,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
373,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 ピアノの調律の支出について
21,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
71,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 映画鑑賞会にかかる生徒入館料の支出について
70,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 重量作業台購入の支出について
349,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
24,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 卓球ラケット購入の支出について
7,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 充電式バッテリー　購入の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 地球儀購入の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ベル購入の支出について
2,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 充電式噴霧器　購入の支出について
15,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 １口コンロ　他購入の支出について
25,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 円切りカッター　外購入の支出について
3,182

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 武道場水銀灯・マイクジャック補修工事の支出について
87,501

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 電気錠補修工事の支出について
140,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋上プールテント張替補修工事の支出について
220,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室用換気設備整備工事の支出について
64,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 空調機補修工事の支出について
124,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ５年教室コンセント取替補修工事の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西館４階女子トイレ間仕切補修工事の支出について
122,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南側歩道アスファルト舗装工事の支出について
669,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 フライヤー移設ガス設備工事の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南東校舎用受水槽漏水補修工事の支出について
203,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館舞台緞帳修理工事の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 窓ガラス入替補修工事の支出について
9,936
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 屋外冷蔵庫用電源工事の支出について
62,721

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ワイドペール　購入の支出について
57,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 回転イス購入の支出について
52,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 充電式レシプロソー購入の支出について
38,556

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ペール購入の支出について
274,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 波動実験器購入の支出について
168,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 シュレッダー購入の支出について
44,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ゴミストッカー購入の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 スライド丸のこ購入の支出について
77,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 ザイロホーン用スタンド　の購入の支出について
24,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 保育絵本サンチャイルド「５～３月号」外購読料の支出について
19,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 スクリーン外の購入の支出について
7,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 誘導灯器具修繕工事の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 遊戯室天井ボード交換補修工事の支出について
38,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 ガス給湯器修理の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷の支出について
239,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター　購入の支出について
164,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木製閲覧椅子他の購入の支出について
248,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラワン合板　外購入の支出について
26,028

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 用箋挟み　外　購入の支出について
218,714

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ用トナーカートリッジ　購入の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 光電式スポット型感知器購入の支出について
27,313

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
82,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機マスター・インク　購入の支出について
99,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 地域体験学習にかかる生菓子代外（３／４）の支出について
5,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札製造の支出について
80,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書初め半紙　外　購入の支出について
64,031

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レースカーテン購入の支出について
64,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書室用椅子の購入の支出について
396,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰエアコン修理用室内機基盤外購入の支出について
142,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 外国人教育学習に係る実習材料購入（３／４）の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネット　外　購入の支出について
65,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１月分）　　　　　　　　　の支出について
645,415

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書「ギネス世界記録２０１９」外　購入の支出について
7,865

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアシート購入の支出について
213,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デスクオルガン用椅子購入の支出について
49,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール製剤　ほか購入の支出について
50,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 センターテーブルの購入の支出について
46,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 読売新聞購読料（４月～１２月）の支出について
36,333

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１月分）　　　　　　　　　の支出について
1,251,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
53,298

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 渡り廊下柱根元腐蝕部補修工事の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替修理の支出について
13,122

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 蛍光灯取替補修工事の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プールサイドコーキング補修工事の支出について
113,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
17,280
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
37,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室網戸修理の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 授業用パソコン修理の支出について
47,434

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 移動式防球フェンス修理の支出について
114,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機の修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給湯器　修理の支出について
58,914

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 講堂放送システム修理の支出について
198,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年社会見学にかかる児童交通費（３／５）の支出について
34,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律　手数料の支出について
15,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律にかかる経費の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
30,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書の筆耕翻訳料の支出について
28,674

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 防球フェンス購入の支出について
145,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「よくわかる人工知能」他購入の支出について
296,273

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「アジアの昔話」外購入の支出について
129,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「調べ学習の基礎の基礎」外購入の支出について
158,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「あるかしら書店」外購入の支出について
155,503

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書「ギネス世界記録２０１９」外　購入の支出について
330,518

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 国際料理講習会材料（米外）購入（３／４）の支出について
13,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水彩色鉛筆　外　購入の支出について
90,595

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 穴あけパンチ替刃購入の支出について
11,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 剣道用竹刀　他の購入の支出について
139,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル　他　購入の支出について
144,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜　購入の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１月分）　　　　　　　　　の支出について
645,902

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１月分）　　　　　　　　　の支出について
344,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＬＥＤ電球の購入の支出について
17,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
44,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 英語検定受検料の支出について
153,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成３０年度卒業証書揮毫料の支出について
42,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ＨＤＭＩケーブル　他　購入の支出について
84,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「５分後に禁断のラスト」　外　購入の支出について
343,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「未来へのトビラ」他の購入の支出について
353,386

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「わけがわかる中学理科」外　購入の支出について
178,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「マスカレード・イブ」外　購入の支出について
363,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 接点復活剤　外１２点購入の支出について
118,195

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル　購入の支出について
3,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙　購入の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 電動空気入れ外購入の支出について
46,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 「生徒証」印刷の支出について
12,474

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１月分）　　　　　　　　　の支出について
21,972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ボックスティッシュ他購入の支出について
13,057

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１月分）　　　　　　　　　の支出について
122,406

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 体育館用　ワックス　購入の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 校誌「青雲」印刷の支出について
13,500
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 保健室床陥没及び壁剥離補修工事の支出について
165,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館照明ランプ等交換工事の支出について
126,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律　手数料の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 短焦点プロジェクター　購入の支出について
119,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ティフトン芝マット購入の支出について
44,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ４階男子トイレ障害者洋式便器つまり修繕工事の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール止水栓取替工事の支出について
106,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館床面補修工事の支出について
232,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置Ａ－１フィルター補修工事の支出について
153,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂水銀灯補修工事の支出について
104,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 コンクリートブロック塀改修支障電気工事の支出について
212,874

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 スロープ補修工事の支出について
189,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 渡り廊下及びエレベーター棟ジョイント補修工事の支出について
923,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 正門勝手口扉溶接補修工事の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館バスケットゴール補修工事の支出について
923,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 理科室排水管補修工事の支出について
396,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ４号館屋上・ＧＨＰ用室外機補修工事の支出について
101,865

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 マーチングバスドラム購入の支出について
154,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 トランペット外購入の支出について
179,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 大型ごみ箱購入の支出について
49,302

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 英語科教員研修会にかかる講師謝礼金の支出について
14,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 外国人教育課内実践における講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 総研国語分科会の講師謝礼の支出について
19,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 社会科歴史的分野の指導助言における講師謝礼金の支出について
104,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 がんばる先生支援事業研究討議会・研修会講師謝礼の支出について
24,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 公開授業・講演会にかかる講師謝礼金の支出について
18,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教材分析研究会にかかる講師謝礼金の支出について
56,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
189,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究発表用資料外印刷の支出について
256,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 パソコン購入の支出について
88,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 １年「伝承遊び」「沖縄遊び」にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 道徳授業　講師謝礼金の支出について
21,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 落語を聞く会に関する講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話の会にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語教育講師謝礼金の支出について
13,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語教育講師謝礼金の支出について
13,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 読書指導講師謝礼の支出について
25,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語教育講師謝礼金の支出について
13,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 １年　昔遊び体験にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 算数科「そろばん学習」にかかる講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国語科研究特別授業・講演にかかる講師謝礼金の支出について
21,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 音楽授業の講話にかかる講師謝礼金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 日曜学習教室講師謝礼の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お茶・お花の体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 昔の暮らし体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
20,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話会にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 手話教室指導講師謝礼金の支出について
4,310
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語教育講師謝礼金の支出について
13,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 和菓子作り体験にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語教育講師報償金の支出について
13,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年平和学習　講師謝礼の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語教育講師謝礼金の支出について
13,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 児童向けお話し会講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 手話教室指導講師謝礼金の支出について
4,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ５年　手話体験指導にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ５年　手話体験指導にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語教育講師謝礼金の支出について
13,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 防災学習にかかる講師謝礼金の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ２・４年人権学習にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん体験学習にかかる講師謝礼（１月分）の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「２年けん玉名人」にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権教育に関する講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ４年プラネタリウム学習指導にかかる講師謝礼の支出について
22,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 合唱特別指導授業にかかる講師謝礼金の支出について
17,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ６年　音楽指導にかかる講師謝礼の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 授業研究会にかかる講師謝礼金の支出について
29,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 在日外国人教育の指導にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 伝統野菜講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 福祉教育（障がい者）講話にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 書初め大会にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ４年研究授業にかかる講師謝礼金の支出について
10,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ４年　命の授業にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習「韓国・朝鮮を知ろう」講師謝礼金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話会にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 福祉学習にかかる講師謝礼金の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 書写指導にかかる報償金（１月分）の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 児童への性教育学習における講師謝礼金の支出について
12,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 母語支援員による日本語指導の謝礼金の支出について
47,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 盲導犬学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「共生社会を作るために」講師謝礼１／２９の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 授業研究会にかかる講師謝礼金の支出について
30,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンター　外　購入の支出について
42,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ボールペン　他　購入の支出について
6,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書庫　外購入の支出について
99,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールテープ　外　購入の支出について
29,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式カンナ　外　購入の支出について
72,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
79,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画ベニヤ板外購入の支出について
48,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 読売新聞購読料（４～１２月分）の支出について
36,333

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札掛（アルミ枠付）　購入の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス炊飯器の購入の支出について
35,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 国旗外購入の支出について
50,306

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒用オスバン液外購入の支出について
39,255



平成30年度（平成31年３月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒剤　外　購入の支出について
68,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 １年体験学習に係る材料費（３／６）の支出について
3,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用和紙　外購入の支出について
124,806

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
38,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
41,018

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年社会見学にかかる参加児童交通費（３／６）の支出について
1,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書　筆耕業務の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕代の支出について
11,566

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オージオメータ　購入の支出について
131,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 知育学習タブレット「キッズボード」購入の支出について
285,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　購入の支出について
18,069

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 学校図書館用図書購入の支出について
300,531

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「調べ学習の基礎の基礎」外購入の支出について
309,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 吹奏楽部への楽器実技指導講師謝礼金の支出について
31,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 一年性教育にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 虐待防止研修講師謝礼の支出について
14,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 在日外国人教育講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 職場体験にかかる講師謝礼の支出について
25,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化用草花の土の購入（３月５日）の支出について
1,935

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外　購入の支出について
48,092

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学校花いっぱい体験にかかる参加生徒実習キット代の支出について
95,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤　外購入の支出について
66,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 工作用はさみ　外　購入の支出について
51,756

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 巻尺　外購入の支出について
383,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 校内掲示板製作にかかる材料代の支出について
19,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書　浄書の支出について
25,583

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
33,177

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「日本のすがた」他の購入の支出について
190,769

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 理数科２年課題研究発表会にかかる審査員謝礼金の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 サッカー部　外部指導者講師料の支出について
25,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 ソフトボール部　外部指導者講師料の支出について
40,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 バスケットボール部　外部指導者講師料の支出について
40,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 理数科２年課題研究発表会にかかる審査員謝礼金の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 サッカー部　外部指導者講師料の支出について
25,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 ジュニアトレーナー育成講座講師料の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 第五回国語科地区別講義講師謝礼金の支出について
38,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 理数科２年課題研究発表会にかかる審査員謝礼金の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 理数科２年課題研究発表会にかかる審査員謝礼金の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤコンポの購入の支出について
51,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 携帯電話の借入の支出について
6,377

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 鉛筆削り購入の支出について
8,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場大型子時計補修工事の支出について
367,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室横配線入替工事の支出について
36,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 技術室天井漏水補修工事の支出について
307,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 消防設備補修工事の支出について
270,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 とびなわ練習台購入の支出について
79,200
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 石油ストーブ　購入の支出について
58,158

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 水性マーカー購入の支出について
4,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 むかしむかしライブラリ「５～３月」購読料の支出について
3,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 床用ワックス　他　購入の支出について
42,444

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 テレビ　購入の支出について
32,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 校園長戦略予算　絵本　外３件　の購入の支出について
5,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ワンダーランド（５月号～３月号）の購入の支出について
9,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ちいさなかがくのとも（５月号～３月号）の購入の支出について
4,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 照明器具の補修工事の支出について
289,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 保育室照明器具取替工事の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 通信用アンテナ補修工事の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書の筆耕の支出について
4,762

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ホワイトボード購入の支出について
216,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ教材「環境問題シリーズ」購入の支出について
16,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 オークスティック　外　購入の支出について
17,238

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク外購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 リソグラフ印刷機用インク　購入の支出について
28,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究会発表資料　印刷の支出について
245,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレスマイク外購入の支出について
102,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫の支出について
8,618

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ストレッチマット　外　購入の支出について
113,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 朝日新聞朝刊（４月～６月分）購読料の支出について
11,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トレーキャビネット購入の支出について
28,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
173,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料外購入の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
48,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニグロッケン購入の支出について
58,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
52,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブラインド　購入の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 数字シール　外　購入の支出について
63,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 火災報知器受信機用バッテリー　購入の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンレスサーバー　外　購入の支出について
46,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フットサルゴールネット他購入の支出について
65,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス　購入の支出について
11,124

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 綿棒外購入の支出について
59,567

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札外購入の支出について
237,671

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 工作用接着剤外購入の支出について
114,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土　外　購入の支出について
31,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料　外　購入の支出について
96,903

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン　購入の支出について
124,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルハライドランプ購入の支出について
51,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 防災ずきん　購入の支出について
126,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘着包帯　外　購入の支出について
112,006

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　外　購入の支出について
73,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドッジボール　外６点購入の支出について
86,698

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 すべり止めネット外の購入の支出について
84,969

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 解剖顕微鏡　外購入の支出について
81,226
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 剪定ばさみ　外　購入の支出について
4,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 暗幕上飾り　外　購入の支出について
203,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白画用紙　外購入の支出について
109,291

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書室用蔵書整理ソフト外　購入の支出について
168,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 定期刊行物「健」（４月～３月）購入の支出について
8,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
176,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性刷毛　外　購入の支出について
70,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　他購入の支出について
70,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白画用紙外購入の支出について
204,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カートリッジインク他購入の支出について
102,772

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
147,657

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフト教材ＤＶＤ　購入の支出について
39,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札　他購入の支出について
43,148

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 四切画用紙外購入の支出について
52,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯板　購入の支出について
12,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 半紙外　購入の支出について
118,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム手袋外購入の支出について
232,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカ　購入の支出について
89,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　他購入の支出について
124,676

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オープン収納庫購入の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉄棒補助パッド購入の支出について
20,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 絵入り数字表外の購入の支出について
26,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「新しい国語２上」他　購入の支出について
106,029

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液晶ディスプレイ保護パネル　購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 一輪車　外購入の支出について
9,342

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ４段ワゴンの購入の支出について
65,318

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 耳鏡外購入の支出について
57,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
133,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外　購入の支出について
216,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
13,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 絆創膏　外　購入の支出について
86,411

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テント（プールサイド用）外　購入の支出について
295,596

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カードリング外購入の支出について
83,758

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土の購入の支出について
17,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙外購入の支出について
115,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札　製造の支出について
23,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メッシュベスト　外　購入の支出について
40,365

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 椅子外購入の支出について
261,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
83,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガラス鍋外の購入の支出について
50,997

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カーテン　外　購入の支出について
97,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 読売新聞購読料（４月～１２月分）の支出について
36,333

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク購入の支出について
26,935

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 筆他購入の支出について
139,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 けんばんハーモニカケース外の購入の支出について
19,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙他購入の支出について
73,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルプリンター用テープ外購入の支出について
17,580
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 楽器用ヘッドホン　購入の支出について
20,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷製本の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 理科室前廊下窓ガラス補修工事の支出について
4,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 門扉塗装工事の支出について
99,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス補修工事の支出について
43,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 可動式バスケットゴール補修工事の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ２階男子トイレ手洗い自動水洗取替工事の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 屋外用校章塗装補修および取付工事の支出について
77,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ジャングルジム補修の支出について
104,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
20,973

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
26,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
91,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
26,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室給湯器修理の支出について
265,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
22,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 グランドピアノ修理の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
79,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 防球ネット修理の支出について
67,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス回転釜修理の支出について
70,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン修理の支出について
45,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
21,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ　外　調律の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 物置組立て手数料の支出について
318,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
25,839

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成３０年度卒業証書揮毫料の支出について
31,638

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
20,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
50,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃業務委託の支出について
74,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
94,237

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
47,999

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓等清掃業務委託の支出について
340,791

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがりまき業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
37,017

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 まな板包丁保管庫購入の支出について
121,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 トランポリン　購入の支出について
375,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 カラーレーザープリンター　購入の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 木製書架購入の支出について
121,996
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 百葉箱購入の支出について
257,601

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 裁断機購入の支出について
398,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テレビ台購入の支出について
91,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「妖怪温泉」外購入の支出について
291,583

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「調べ学習の基礎の基礎」外購入の支出について
310,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「寿命図鑑」外　購入の支出について
307,605

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「さとやまさん」外購入の支出について
196,061

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　こども菜根譚他の購入の支出について
208,157

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「みんなに本を紹介しよう！」外購入の支出について
162,615

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 薬さじ　外　購入の支出について
29,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スイッチングハブ外購入の支出について
31,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜外購入の支出について
15,973

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カッティングペーパー　外購入の支出について
169,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
48,438

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク　購入の支出について
50,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 絵の具外購入の支出について
92,089

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 糸のこ替刃　外　購入の支出について
252,374

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 案内板　購入の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 湿布、他購入の支出について
78,242

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポール　他　購入の支出について
55,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙　外　購入の支出について
169,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 体育館フロアオイル　外　購入の支出について
27,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーフェルト生地　購入の支出について
58,806

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インク　外購入の支出について
123,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 読売新聞購読料（４～１２月分）の支出について
34,713

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 野菜と花の土　外　購入の支出について
18,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ロボットプログラミングキット　購入の支出について
134,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カーテン　購入の支出について
77,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 替刃式のこぎり　購入の支出について
30,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーパステル　外　購入の支出について
14,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プロジェクター壁掛金具　外　購入の支出について
232,794

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マルチハロゲン灯の購入の支出について
60,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スケッチブック　購入の支出について
70,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 野菜と花の土　購入の支出について
2,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造外の支出について
98,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 校舎廊下配線整備工事の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 校舎トイレ整備工事の支出について
188,514

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 東館１階技術室横階段前防火扉錠前補修工事の支出について
99,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動ステープラー修理の支出について
29,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
26,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
38,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ユーフォニアム外修理の支出について
23,781

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 テナーサックス外　修理の支出について
178,173

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビ　家電リサイクル回収料外の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫買替に伴う回収料およびリサイクル料の支出について
6,480
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 物品運搬の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 近畿夜間中学校連合作品展にかかる物品運搬の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 テレビ　家電リサイクル回収料外の支出について
8,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫買替に伴う回収料およびリサイクル料の支出について
7,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノの調律の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 彫刻刀の刃研ぎの支出について
15,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
35,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
17,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
39,501

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
48,686

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
32,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成３０年度卒業証書揮毫業務の支出について
10,681

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
17,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫の支出について
11,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料にかかる経費の支出について
11,981

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
9,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
36,169

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 キャリア教育支援授業業務委託の支出について
160,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 尿石除去作業にかかる業務委託の支出について
118,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
43,277

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 クラリネット　外　購入の支出について
188,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレスチューナーユニット　購入の支出について
103,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ポール　他　購入の支出について
144,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 薬品戸棚　購入の支出について
129,358

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「図書の修理」外　購入の支出について
181,718

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「大阪’１９」外の購入の支出について
395,977

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ももへの手紙」外購入の支出について
307,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「気をつけよう！」外購入の支出について
173,346

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
19,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 大筆　ほか　購入の支出について
70,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウオッチ　外　購入の支出について
52,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ベニヤ板外購入の支出について
29,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス外購入の支出について
71,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 顕微鏡用光源装置　購入の支出について
27,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ドラムカートリッジ　外　買入の支出について
14,297

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 世界州別地図白板外購入の支出について
67,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＯＨＰフイルム（Ａ４）　外　購入の支出について
71,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 グランド柱水栓外パッキン取替工事の支出について
24,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
259,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 包丁・はさみの刃研ぎの支出について
22,593

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書　揮毫料の支出について
12,978

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 土練機　購入の支出について
248,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「おいしいデ」外　購入の支出について
278,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ラミネーター　購入の支出について
9,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 セラミックファンヒーター購入の支出について
15,613

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ホイッスルの購入の支出について
46,915
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 鉛筆削り器　外２点購入の支出について
29,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ボール　外　購入の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 楽器用ヘッドホン　購入の支出について
8,618

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室水栓補修工事の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 便器補修工事の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ３号館１階男女トイレ汚水桝詰り修理工事の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂放送システム補修工事の支出について
117,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール用テント張り替え工事の支出について
210,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場防球ネット補修工事の支出について
408,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂誘導灯補修工事　外の支出について
52,423

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 誘導灯取替工事の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 蛍光灯安定器取替補修工事の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ５－１教室外　照明器具補修工事の支出について
145,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 渡り廊下棟雨漏り補修工事の支出について
248,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールシャワー止水栓取替工事の支出について
169,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校長室等照明補修工事の支出について
65,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 エアコン室外機補修工事の支出について
153,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 主幹ブレーカー補修工事の支出について
106,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋外冷蔵庫更新に伴う電源工事の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 多目的室２連窓排煙装置補修工事の支出について
220,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 会所ます蓋取替補修工事の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替工事の支出について
48,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂水銀灯取替工事の支出について
96,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガス栓修繕の支出について
30,045

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールサイドテント補修工事の支出について
226,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校舎３階教室及び廊下の漏水補修工事の支出について
594,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室扉のガラス修繕の支出について
12,042

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ３号館校舎外壁補修工事の支出について
104,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂ガラス外入替工事の支出について
66,958

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ゴング　購入の支出について
112,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ワンタッチイベントテント　購入の支出について
195,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 電子ピアノ　購入の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ワンタッチテント外購入の支出について
304,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ティンパニ　購入の支出について
375,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 冷蔵庫　購入の支出について
88,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 両袖机　購入の支出について
47,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 コンサートバスドラム　購入の支出について
43,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 図書室用　木製書架　２連６段　購入の支出について
286,902

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 プロジェクターワゴン　購入の支出について
113,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 とび箱　購入の支出について
122,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 床用ワックス下地剤外購入の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 一輪車補助スタンド購入の支出について
53,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本「キンダーメルヘン」（４～３月号）購読の支出について
4,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 園児用手指消毒液外購入の支出について
17,262

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 保育室窓ガラス工事の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 グランドピアノ　外　調律の支出について
21,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 電動自転車購入のための支出について
117,504
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー購入の支出について
41,623

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 プロジェクタースクリーン外　購入の支出について
63,482

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ふきだしマグネットシート購入の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
20,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ミニサッカーゴール　外の購入の支出について
60,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 「平成３０年度　研究紀要」の印刷の支出について
101,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 公開授業・発表会用資料印刷の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレスマイク購入の支出について
73,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ２年体験学習に係る材料費（３／８）の支出について
3,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 嘔吐物処理剤　外　購入の支出について
15,786

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 刷毛　外購入の支出について
31,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アンケートシート　外購入の支出について
54,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム塁ベース他購入の支出について
101,169

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアインデックス　外購入の支出について
50,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土砂落としマット　購入の支出について
161,244

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン引き　外の購入の支出について
36,806

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フォールディングテーブル購入の支出について
205,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタ他　購入の支出について
14,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 移動式作業台購入の支出について
42,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 包丁外購入の支出について
17,627

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クロスバー　外　購入の支出について
58,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消火器購入の支出について
9,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイクセット外購入の支出について
74,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オルガンカバー　外　購入の支出について
147,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 吸水スポンジマット外購入の支出について
57,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー購入の支出について
1,013,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー購入の支出について
31,217

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フードプロセッサー　外　購入の支出について
106,779

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 台ふきん　外２点の購入の支出について
34,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体採取器　外　購入の支出について
26,244

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 会所かご購入の支出について
34,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色覚用チョーク購入の支出について
4,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 回転フック　購入の支出について
230,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体育授業用得点板購入の支出について
44,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オルガンセット外購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ他　購入の支出について
43,906

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館誘導灯取替補修工事の支出について
35,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 北校舎１階廊下扉・窓枠塗装補修工事の支出について
112,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館天井の水銀灯外取替補修工事の支出について
96,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食配膳室アルミ建具補修工事の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 西校舎３階トイレ自動洗浄水栓漏水補修工事の支出について
76,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫修理の支出について
98,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン修理　外の支出について
55,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
21,168
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 校内インターホン修理の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン　外修理の支出について
35,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童交通費（３／８）の支出について
13,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学に係る参加児童交通費（３／８）の支出について
10,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫リサイクル料外　の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 消火器リサイクル料の支出について
4,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
26,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
17,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
16,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫リサイクル料外　の支出について
3,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕翻訳料の支出について
8,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成３０年度卒業証書揮毫料の支出について
19,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
28,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 トイレ尿石除去業務委託の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 除草業務委託の支出について
68,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 給食室排水管高圧ジェット洗浄清掃業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 演劇鑑賞「セロ弾きのゴーシュ」公演業務委託の支出について
270,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 図書管理用パソコン　購入の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター　購入の支出について
72,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書籍運搬用台車購入の支出について
133,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オルガンセット外購入の支出について
324,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書画カメラ　購入の支出について
61,398

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「整理整頓」　外　購入の支出について
20,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「盆栽えほん」外購入の支出について
290,822

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ブタのいどころ」外　購入の支出について
361,935

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「こびとのくつや」外購入の支出について
203,589

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
30,285

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メジャー　外　購入の支出について
226,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー購入の支出について
235,591

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインひき外購入の支出について
321,462

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機購入の支出について
28,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 耐圧ホースリール外購入の支出について
87,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン　購入の支出について
189,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 国際料理講習会材料（米外）購入（３／７）の支出について
12,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰他購入の支出について
75,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 簡易テントほか購入の支出について
32,654

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 読売新聞購読料（４月～１２月）の支出について
36,333

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 定着器ユニット購入の支出について
39,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 保健室用カーテン　購入の支出について
36,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
128,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン引き外購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ステップボックス購入の支出について
35,500
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ４階南身障者用男子トイレ扉補修工事の支出について
52,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館ワイヤー入硝子の補修工事の支出について
34,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 プロジェクター修理の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかる翻訳筆耕料の支出について
35,769

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書一部毛筆筆耕翻訳料の支出について
29,926

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
33,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
213,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「打楽器演奏」公演業務委託の支出について
50,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
85,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 トレーユニットの購入の支出について
236,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 キンボール　購入の支出について
83,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　「アードラーの言葉」外購入の支出について
258,593

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「プリンセス・トヨトミ」外　購入の支出について
195,434

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 電動ポット　外５点購入の支出について
72,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 修正液外購入の支出について
131,479

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 バッテリー　ほか　購入の支出について
88,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ビュレット　外　購入の支出について
61,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 電話機購入の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒証発行台帳他印刷請負の支出について
9,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ　オデッセイ外の購入の支出について
37,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳　製造の支出について
116,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＳＤカード他購入の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 信楽白陶土　外　購入の支出について
28,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料他の購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー購入の支出について
10,405

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー粘土の購入の支出について
13,543

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外　購入の支出について
65,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 ７階女子便所漏水補修の支出について
19,548

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 ブレーカー修理の支出について
25,995

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ（５５型）購入の支出について
84,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 Ａ３インクジェットプリンター　購入の支出について
86,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ｄｅｌｅ」外購入の支出について
71,633

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 握力計　他　購入の支出について
43,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 はさみ収納庫　購入の支出について
36,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 マグネットバー　外購入の支出について
3,371

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 軟式野球ボール購入の支出について
58,282

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ガスバーナー　購入の支出について
10,342

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 線審フラッグ　外購入の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 フライパンの購入の支出について
33,033

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関扉及び天井　他　補修工事の支出について
834,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 庇および階段室壁面補修工事の支出について
731,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置（Ａ－１フィルター）修理工事の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 窓ガラス補修工事の支出について
8,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場南側防球ネット補修工事の支出について
287,356

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 キュービクル内コンデンサー補修工事の支出について
503,604

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室窓ガラス補修の支出について
8,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガス栓（ガス漏れ）工事の支出について
34,560
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール物置扉補修工事の支出について
163,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関ドアホン補修工事の支出について
431,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 保健室シャワー給湯設備配管工事の支出について
167,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 理科室空調機取付に伴う電気配線工事の支出について
300,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 監視カメラ取付・配線工事の支出について
791,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 玄関照明器具取付工事の支出について
256,158

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 集会用テント　購入の支出について
81,972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 サッカーゴールネット　購入の支出について
64,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 まな板包丁収納庫購入の支出について
77,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 月刊絵本プリン５～３月号の購入の支出について
4,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 クリアーホルダー外　購入の支出について
16,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 刊ワンダーしぜんランド（４月～３月号）購入の支出について
5,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本（４月～３月号）他２点購入の支出について
20,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ひかりのくに月刊絵本（５月号～３月号）年間購読の支出について
8,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 おたより帳　外　購入の支出について
43,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ワンダーしぜんランド　５～３月号購入の支出について
4,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊誌「ビックサイエンス」５～３月号　購入の支出について
4,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 おたより帳　外購入の支出について
48,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本こどものとも年中年少用５～３月号の購入の支出について
9,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊誌「スーパーワイドずかん」５～３月号　購入の支出について
8,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本５月号～３月号の購入の支出について
8,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本おはなしワンダー５月～３月号の購入の支出について
4,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本５月号～３月号の購入の支出について
9,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本５月号～３月号の購入の支出について
3,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 境界柵の撤去工事の支出について
588,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書への幼児名等の揮毫の支出について
13,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 カラーＰＰＣ用紙外購入の支出について
130,321

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ「発達が気になる子の学習支援」他　購入の支出について
63,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 「ぞうのエルマー」外絵本購入の支出について
16,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 総合発表会資料印刷の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 物品運搬の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土　購入の支出について
3,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＬＡＮケーブル　外　購入にかかる経費の支出について
29,946

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（Ｂ４）　の購入の支出について
11,555

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 まな板外購入の支出について
91,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 角印購入の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食缶外購入の支出について
52,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ファックス　外購入の支出について
38,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ピアノ専用椅子購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙購入の支出について
5,346

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 数字シール外購入の支出について
13,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版原紙外購入の支出について
101,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パイプいす外購入の支出について
397,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　他　購入の支出について
60,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「かがくのとも」ほか　年間購読の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアシート購入の支出について
174,798

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ロイター板外購入の支出について
185,706
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート外購入の支出について
35,559

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電動裁断機替刃外購入の支出について
30,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管外購入の支出について
68,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート　他購入の支出について
73,873

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用和紙ほか　購入の支出について
33,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い練習スタンプ購入の支出について
972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 外付けハードディスク　購入の支出について
51,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルハライドランプ外購入の支出について
66,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドタオル外購入の支出について
53,114

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷蔵庫　購入の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用　机　外購入の支出について
326,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジの購入の支出について
33,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ふきん　外　購入の支出について
60,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子オルガン用カバー外購入の支出について
4,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電光表示器（カウンター）外購入の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 和紙外購入の支出について
19,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 戸棚外　の購入の支出について
7,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンター外購入の支出について
72,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スピードラダー　購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドソープ詰替え用　外購入の支出について
14,277

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パンジー苗外購入の支出について
15,487

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健」（４～３月号）購入の支出について
10,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 事務用いす購入の支出について
73,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 読売新聞購読料（４月～１２月分）の支出について
36,333

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビオラの苗　外購入の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス　外　購入の支出について
306,514

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大分度器　他購入の支出について
104,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンターインク　購入の支出について
89,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式クリーナー　購入の支出について
25,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健」平成３０年４月～３１年３月号購入の支出について
9,591

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土　外購入の支出について
18,846

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画和紙外２点の購入の支出について
55,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 尺八　他購入の支出について
95,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 有線マイク　他購入の支出について
8,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土　外購入の支出について
8,359

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂昇降照明補修工事の支出について
119,998

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校舎玄関出入口扉補修工事の支出について
167,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育倉庫シャッター補修工事の支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガス管補修工事の支出について
6,177

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室廊下側窓ガラス入替工事の支出について
15,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室保冷庫屋根補修工事の支出について
57,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プロジェクター修理の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ブラインド修理の支出について
25,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン修理の支出について
9,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 消毒保管庫修理の支出について
69,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
2,916
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
54,756

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フライヤー修理の支出について
77,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
22,097

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ボイラー修理の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス回転釜修理の支出について
34,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 インクジェットプリンターの修理の支出について
14,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 書庫等重量物運搬業務委託の支出について
396,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学５年生参加児童交通費（３／１１）の支出について
5,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
24,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
15,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
35,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律にかかる手数料の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ２台調律料の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕の支出について
6,123

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
19,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫の支出について
8,002

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕料の支出について
4,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕料の支出について
26,179

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
16,102

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
18,921

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書浄書の支出について
21,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
14,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書浄書筆耕翻訳料の支出について
23,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 トイレ尿石除去業務委託の支出について
99,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃　業務委託の支出について
44,241

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 手洗い場研磨作業及びトイレ尿石除去作業業務委託の支出について
99,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 社会見学にかかる借上バス利用料の支出について
63,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 三連ホワイトボード（折りたたみ式）購入の支出について
60,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ひな段の購入の支出について
124,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ロイター板外購入の支出について
59,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子オルガン用カバー外購入の支出について
140,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 戸棚外　の購入の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ購入の支出について
181,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 逆上がり補助器　購入の支出について
87,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ購入の支出について
205,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電光表示器（カウンター）外購入の支出について
69,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 書室用図書「気をつけよう！情報モラル」外　購入の支出について
294,713

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「どうぶつのからだ全６巻」他購入の支出について
149,921

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「せつない動物図鑑」外　購入の支出について
308,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「調べ学習の基礎の基礎」外購入の支出について
293,356

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「気をつけよう！情報モラル」外購入の支出について
346,593

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「怪談５分間の恐怖」外購入の支出について
190,868
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 美術科補助教材「ＷＡＴＣＨ２」　購入の支出について
11,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＬＡＮケーブル　外　購入の支出について
59,917

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳印刷の支出について
73,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 映像変換アダプタ外購入の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バトミントンシャトル、他購入の支出について
98,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 読売新聞購読料（４月～１２月）の支出について
36,333

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 紙雷管　外購入の支出について
55,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 吹奏楽コンクール課題曲購入の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マスター外購入の支出について
186,386

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 読売新聞（４月～１２月）購入の支出について
36,333

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＯＡクリーナー　外　購入の支出について
44,982

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スタンプ　外　購入の支出について
18,878

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市旗購入の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用合成洗剤外　購入の支出について
150,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小型ガス湯沸かし器　購入の支出について
86,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 換気扇　購入の支出について
106,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカークリニック購読料（５～３月号）の支出について
9,899

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トランシーバー購入の支出について
18,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤購入の支出について
25,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ショッピングバスケット外購入の支出について
24,494

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
103,356

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 仕立て旗外　購入の支出について
80,946

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健」（５月号～３月号）購入の支出について
9,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンター購入の支出について
13,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館１階窓ガラス入替補修工事の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
27,993

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 プール外壁補修工事の支出について
80,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 アルトサックス外修理の支出について
49,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 パソコン教室空調設備リモコン修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
39,999

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成に伴う筆耕翻訳料の支出について
8,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
33,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務委託の支出について
8,845

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
19,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 パラリンピックキャラバンにかかる業務委託の支出について
140,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 第二グラウンド除草業務委託の支出について
158,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ＤＶＤ借入の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 脚立　購入の支出について
69,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 リヤカーの購入の支出について
136,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 バックネット防護パッド購入の支出について
254,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「マップス　新・世界図絵」外　購入の支出について
186,943

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「よくわかる人工知能」外購入の支出について
236,653

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「いじめから脱出しよう」他　購入の支出について
337,343

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「義足でダンス」外の購入の支出について
342,853

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「マップス　新・世界図絵」外購入の支出について
190,902

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 校旗外の購入の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 ドラフター修理の支出について
142,560
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スロープ　購入の支出について
122,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 デジタルはかり外購入の支出について
13,738

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電動鉛筆削り器購入の支出について
2,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バーコードコレクタ購入の支出について
29,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 事務用椅子　購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 デジタル温湿度計ほか　購入の支出について
14,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂舞台下倉庫扉取替工事の支出について
340,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 防球ネット補修工事の支出について
712,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 電気室高圧引込ケーブル補修工事の支出について
883,941

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室窓ガラス入替工事の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修工事の支出について
102,222

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南館ピロティ雨漏り補修工事の支出について
79,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 吊り下げ式バスケットゴール補修工事の支出について
974,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置フィルター補修工事の支出について
164,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 電動バスケットゴール動力部補修工事の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場雨水排水管詰まり補修工事の支出について
205,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具取替補修工事の支出について
56,311

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 飲料用揚水ポンプ修繕工事の支出について
421,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替工事の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 管理棟屋上防水補修工事の支出について
950,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 普通教室プロジェクター壁面取付工事の支出について
121,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 図書管理用パソコン　購入の支出について
92,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 製氷機購入の支出について
140,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ソプラノアコーディオン購入の支出について
99,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ購入の支出について
181,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 スチール製ブックトラック購入の支出について
221,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ウォータークーラー購入の支出について
115,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ購入の支出について
5,313

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 絵本の購入の支出について
18,155

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 掃除機　外購入の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 おたより帳他購入の支出について
39,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
12,862

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 木床用ワックス　外１件の購入の支出について
41,364

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 こどものともセレクション（５月号～３月号）年間の支出について
9,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 お便り帳・お便りシールの購入の支出について
28,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書揮毫料の支出について
3,693

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 プリンターインクカートリッジ外購入の支出について
1,327

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 プログラミング教育用小型ボード　購入の支出について
20,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学級用図書「分野別ことばの練習帳」外購入の支出について
3,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 研修用図書「公用文用字用語の要点」外購入の支出について
6,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＩＣレコーダー　購入の支出について
34,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 教師用教科書「小学道徳生きる力６」外購入の支出について
90,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
62,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 養生テープ　外　購入の支出について
68,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＩＣレコーダー　購入の支出について
26,145

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 保健主事のためのマネジメント事例集購入の支出について
164,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷の支出について
159,840
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究発表会資料印刷の支出について
131,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 研究紀要送付に伴う郵便切手購入の支出について
1,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 トナー購入の支出について
377,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　外　購入の支出について
42,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童名札製造の支出について
20,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外購入の支出について
59,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 事務用封筒　外　購入の支出について
51,732

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レザック紙ほか　購入の支出について
13,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
172,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 外付けハードディスク　購入の支出について
19,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板外購入の支出について
60,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻栓　外　購入の支出について
213,743

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 読売新聞購読料（４～１２月分）の支出について
36,333

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シールはがし　外　購入の支出について
24,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライトドッジボール　購入の支出について
51,273

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　外　購入の支出について
256,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
44,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カーテン購入の支出について
297,054

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健康教室」（４～３月号）購読料の支出について
12,569

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札製造の支出について
75,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ベルトディスクサンダ（電動研磨機）外購入の支出について
38,718

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 みょうばん外の購入の支出について
65,572

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク購入の支出について
82,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健康教室」４～３月号購読料の支出について
8,724

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーボード外購入の支出について
17,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用コンパス外購入の支出について
27,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 作文指導用黒板　外購入の支出について
168,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外購入の支出について
66,009

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙八ツ切外５点購入の支出について
66,398

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 生コンクリート購入の支出について
70,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 韓国食文化体験にかかる調理実習材料費３／１３の支出について
11,446

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消火器　外　購入の支出について
711,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板外購入の支出について
91,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 外国人教育学習に係る実習材料購入（３／１１）の支出について
3,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 原稿用紙　外　購入の支出について
55,747

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 毛糸巻きマレット外購入の支出について
253,433

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
2,573

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食器配膳かごネームプレート他７点購入の支出について
39,582

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 支援学級用衣料乾燥機購入の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消火器　外　購入の支出について
536,436

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レースカーテン外の購入の支出について
187,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健康教室」（５～３月号）　購入の支出について
8,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机外購入の支出について
177,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 健康教室購読料（５月～３月号）の支出について
7,579

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス検知管外購入の支出について
61,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札外購入の支出について
160,458

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
81,880
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル　外購入の支出について
150,551

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 新版１０１漢字カルタ　外購入の支出について
102,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業を祝う会にかかる材料購入費（３／１１）の支出について
2,913

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライトドッジボール　外購入の支出について
176,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画ボード　外購入の支出について
39,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式ブロワ　外購入の支出について
35,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用ほかブラインド　購入の支出について
71,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホットプレート外購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導用筆　外　購入の支出について
102,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 原稿用紙黒板シート　外　購入の支出について
192,258

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 有線マイク　ほか購入の支出について
24,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 得点板外購入の支出について
94,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクボトル購入の支出について
31,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 舌圧子　購入の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
56,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健」（４～３月号）購入の支出について
10,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルライター　外　購入の支出について
83,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土　外　購入の支出について
64,476

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体育館壁面クライングボード　外　購入の支出について
68,785

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土外購入の支出について
82,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス湯沸器購入の支出について
35,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ベンチ購入の支出について
46,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スパテラ外の購入の支出について
81,735

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポーツカウンター外１点購入の支出について
67,797

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学力向上用到達度テスト（国語）購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル絵の具外購入の支出について
95,938

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色覚検査表外購入の支出について
98,865

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性マーカー　他購入の支出について
199,895

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＢＯＸティッシュ　ほか購入の支出について
130,671

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ袋外購入の支出について
91,065

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ袋外購入の支出について
21,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン用石灰　他　購入の支出について
23,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 水道使用料（２月分）　　　　　　　　　　の支出について
39,674

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
89,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 レーザープリンター修理の支出について
36,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 締太鼓他　修理の支出について
131,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ウィンドチャイム外楽器修理の支出について
118,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 複合遊具修理の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンター修理の支出について
58,607

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫修理の支出について
147,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ブラインド修理の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ボイラー修理の支出について
79,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 天井埋込換気扇の修理の支出について
78,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 丁合機修理の支出について
34,905
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 丁合機　修理の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオンカーテン開閉修理の支出について
56,419

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　ボイラー修理の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室回転窯修理の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電子ピアノ　外　修理の支出について
34,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス回転釜　修理の支出について
29,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アップライトピアノ修理の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 耐火金庫修理の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 洗濯機修理の支出について
7,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 講堂椅子修理の支出について
126,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 理科室ガス湯沸かし器修理の支出について
36,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 高速回線使用料（１月分）の支出について
15,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習にかかる参加児童交通費（３／１２）の支出について
7,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
19,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
15,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律（２台）の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 日本漢字能力検定転入生追加検定料の支出について
1,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
15,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
15,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律　手数料の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
15,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律代の支出について
23,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
25,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成３０年度卒業証書揮毫料の支出について
14,364

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕翻訳料の支出について
10,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
18,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕翻訳料の支出について
15,033

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕の支出について
27,972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
27,459

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
16,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
24,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書　筆耕の支出について
21,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成３０年度卒業証書揮毫の支出について
21,723

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫の支出について
9,547

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務の支出について
9,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務の支出について
9,741

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
57,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 舞台幕清掃業務委託の支出について
140,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 ロボットプログラミング授業業務委託の支出について
104,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木剪定業務委託の支出について
226,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 側溝・会所清掃業務委託の支出について
302,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 卒業遠足に伴う付添職員入館料の支出について
885
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 生物顕微鏡　外購入の支出について
340,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 体育館壁面クライングボード　外　購入の支出について
99,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクターの購入の支出について
152,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 裁断機　購入の支出について
368,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 体操マット（２枚）購入の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 チェーンネット渡り　外　購入の支出について
680,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テント（集会用）購入の支出について
131,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「図書の修理とらの巻」外購入の支出について
290,578

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「水中犬」外　購入の支出について
243,689

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「自然のふしぎ大図解」外購入の支出について
33,038

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「調べ学習の基礎の基礎」他購入の支出について
325,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　購入の支出について
333,155

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「おしりたんてい」外購入の支出について
86,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 学校図書館用図書購入の支出について
326,517

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「調べ学習の基礎の基礎」外　購入の支出について
384,204

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消火器　外　購入の支出について
646,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳の製造の支出について
69,498

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メディシンボール外購入の支出について
115,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤　購入の支出について
95,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土の購入の支出について
3,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 資料集「美術資料　大阪府版」　購入の支出について
28,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 製本テープ　外　購入の支出について
164,035

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消火器　外　購入の支出について
343,548

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 新聞作成用ソフト外購入の支出について
18,122

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 溶接機外購入の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳　製造の支出について
67,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用背面ロッカー　外　購入の支出について
160,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 食器用洗剤　他　の購入の支出について
79,931

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
14,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 読売新聞朝刊購読料（４月～１２月分）の支出について
35,361

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 友好旗購入の支出について
99,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 試験管立て　外　購入の支出について
74,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 エプロン　外購入の支出について
47,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトボールバット　外　購入の支出について
125,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル握力計他購入の支出について
133,347

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン糸外購入の支出について
19,702

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 箏爪　外購入の支出について
60,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 油性ペン外購入の支出について
73,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰の購入の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 丸鋸盤用横換定規　購入の支出について
35,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル　外購入の支出について
205,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機の購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バリトンサクソフォン　外　購入の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 縄跳び　他購入の支出について
96,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳外製造の支出について
55,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレン　外　購入の支出について
47,645
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
80,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 衛生用薬品外購入の支出について
20,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 インターホン配線修繕工事の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 スピーカー取替補修の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
216,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 校舎各所錠前補修の支出について
275,022

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理の支出について
59,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 アウトドアタイマー修理の支出について
25,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 校内放送設備修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 レーザープリンター修理の支出について
65,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
29,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 アルトサックス外修理の支出について
41,385

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
5,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
18,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
36,158

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書にかかる筆耕翻訳料の支出について
25,239

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
26,373

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成３０年度　卒業証書揮毫料の支出について
31,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
33,825

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕の支出について
22,356

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成３０年度卒業証書揮毫料の支出について
28,382

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
23,133

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書にかかる揮毫料の支出について
31,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
32,729

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 キャリア教育支援事業「ドリカムプラン」業務委託の支出について
200,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 教室用背面ロッカー　外　購入の支出について
142,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 フルート　購入の支出について
168,426

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 バリトンサクソフォン　外　購入の支出について
248,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 掲示板　購入の支出について
259,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 箏爪　外購入の支出について
125,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 新聞作成用ソフト外購入の支出について
183,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ひな段　購入の支出について
128,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書改訂版調べ学習の基礎の基礎他の購入の支出について
176,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「昔話法廷３」外購入の支出について
60,441

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤　外　購入の支出について
117,171

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネチックスタンド　購入の支出について
7,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 グラスコート紙　外　購入の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタートナー他事務用品等購入の支出について
148,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 消火器　外　購入の支出について
19,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ブラインド購入の支出について
263,779

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ブラインド　購入の支出について
14,229

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 エコプラコーナー他購入の支出について
46,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘッジトリマー外購入の支出について
79,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 消火器　外　購入の支出について
74,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　燃料費 エンジンオイル　購入の支出について
3,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業証書公印刷込み　外の支出について
10,368
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業証書　印影印刷および筆耕料の支出について
4,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
19,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書公印刷込み　外の支出について
22,753

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書　印影印刷および筆耕料の支出について
28,676

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
44,838

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「愛なき世界」他購入の支出について
233,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ホットプレート外の購入の支出について
49,685

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電子ホイッスル　購入の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 脚立　外　購入の支出について
32,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 第２グラウンド水栓柱撤去工事の支出について
136,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 技術室「緊急ボタン」修理工事の支出について
19,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館外雨漏り補修工事の支出について
734,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ラミネーターの購入の支出について
31,517

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 マグネットスクリーン購入の支出について
43,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 保健室用備品戸棚購入の支出について
151,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 強力裁断機　購入の支出について
60,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 絵画作品乾燥棚　購入の支出について
68,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 和太鼓　外購入の支出について
162,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 充電式草刈機　購入の支出について
35,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 卓球台　購入の支出について
120,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 電子黒板機能付液晶プロジェクター購入の支出について
308,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ティーバッティングネット　他購入の支出について
193,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 インクジェットプリンター　購入の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ購入の支出について
232,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 親子コーラス指導講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 パウチラミネーター購入の支出について
13,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 学校日誌（高等学校用）外購入の支出について
591,678

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 鉛筆外購入の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 第２回生徒研究活動発表会　審査員謝礼金の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 カウンセリング及び発達相談アドバイスに係る謝礼の支出について
95,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「がんばる先生支援」グループ研究発表会講師謝礼の支出について
18,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 図工科鑑賞学習指導　講師謝礼金の支出について
22,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 講師による研修謝礼金の支出について
18,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 理科研究会講師謝礼金の支出について
29,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 園内研修会にかかる講師謝礼金の支出について
25,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学校公開の指導、講評にかかる講師謝礼金の支出について
25,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 体力向上の取組に関わる講師謝礼の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 国語科研修会講師謝礼金の支出について
25,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 インクルーシブ教育の指導助言にかかる講師謝礼金の支出について
16,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 家庭科研修会にかかる講師謝礼金の支出について
20,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 鉛筆外購入の支出について
4,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙外購入の支出について
81,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 パウチラミネーター購入の支出について
13,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年生盲導犬のお話　講師謝礼代の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語教育（２／５）にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語教育講師謝礼金の支出について
13,260
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権学習にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ５・６年国際理解教育特別授業にかかる講師謝礼金の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ６年　人権学習にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話会にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ４年体育出前授業　講師謝礼の支出について
28,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 体験学習にかかる講師謝礼の支出について
30,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育授業にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 なわとび学習の指導にかかる講師謝礼金の支出について
25,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話会にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 福祉体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 福祉体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権教育に関する講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 盲導犬講座講師謝礼金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 研究発表会講師謝礼の支出について
9,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 茶道の指導にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 算数珠算教育に関わる講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話会にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 算数珠算教育に関わる講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語学習にかかる講師謝礼金の支出について
44,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ４年手話体験学習講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年　そろばん体験講師謝礼の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語学習にかかる講師謝礼金の支出について
51,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 キャリア教育出前授業にかかる講師謝礼金の支出について
4,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 楽器演奏講習会にかかる講師謝礼金の支出について
19,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ６年落語体験学習　講師謝礼の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 出前授業講師謝礼金の支出について
13,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 巻き寿司づくり体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
15,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 焼き物体験指導にかかる講師謝礼金の支出について
25,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 キャリア教育指導にかかる講師謝礼（２／５）の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「共生社会をつくるために」講師謝礼２／４の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 身近な国を知ろうの講演にかかる講師謝礼金の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ６年異文化体験学習にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語活動にかかる講師謝礼金の支出について
100,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語活動実施用講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校図書館利用における指導・助言にかかる謝礼金の支出について
51,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 補充学習（かわ細工）にかかる講師謝礼１／２５の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 発達障がいについての訪問授業にかかる講師謝礼金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語活動にかかる講師謝礼金（１月）の支出について
64,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語教育講師謝礼金の支出について
13,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国語科指導法研修講師謝礼金の支出について
11,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年昔体験（もち焼き）にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ダンス研修会にかかる講師謝礼金の支出について
4,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権教育にかかる講師謝礼（２／４）の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 授業研究会にかかる講師謝礼金の支出について
29,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国人教育課内授業（２／４）にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 いじめ予防出前授業にかかる講師謝礼金の支出について
33,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 能楽体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
25,800
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 楽器演奏講習会にかかる講師謝礼金の支出について
19,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「道徳教育」指導助言にかかる講師謝礼金の支出について
15,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「おはなし会」講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 特別授業にかかる講師謝礼金の支出について
34,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校図書館利用における指導・助言にかかる謝礼金の支出について
51,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校保健委員会にかかる講師謝礼の支出について
7,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 体験学習「和菓子作り体験」講師謝礼（１／２９）の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国人教育出前授業にかかる講師謝礼金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年韓国朝鮮の遊び体験にかかる講師謝礼の支出について
9,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 １・２年生　身近な国に親しむ学習の講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 校内イングリッシュディにかかる講師謝礼金の支出について
15,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん授業講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 盲導犬学習講師謝礼金（１／２３）の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 食文化授業にかかる講師謝礼金の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 能楽体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
25,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 小松わくわく教室　講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 日曜学習教室講師謝礼の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国人教育課内授業（１／２８）にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 日曜学習教室講師謝礼の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語教育講師謝礼金の支出について
13,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 校内研修用講師謝礼金の支出について
13,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙外購入の支出について
1,997,311

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙外購入の支出について
289,915

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 人工芝用ピン外の購入の支出について
57,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙外購入の支出について
703,642

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パウチラミネーター購入の支出について
93,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆外購入の支出について
2,186,022

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子天秤外購入の支出について
25,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ノーパンク輪車外購入の支出について
505,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ノーパンク輪車外購入の支出について
353,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学校日誌（高等学校用）外購入の支出について
493,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体験活動にかかる材料（３／１２実施）購入の支出について
5,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
9,354

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 合板の購入の支出について
28,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費３／１３の支出について
18,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 日本漢字能力検定　検定料の支出について
578,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「英・数学力向上講習会」にかかる講師謝礼金の支出について
8,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「応用プログラミング学習会」にかかる講師謝礼金の支出について
1,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 若手教員の共同授業・授業支援にかかる講師謝礼金の支出について
125,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「英・数学力向上講習会」にかかる講師謝礼金の支出について
4,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「英・数学力向上講習会」にかかる講師謝礼金の支出について
2,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 職業講話にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 英語教材校正作業研修講師謝礼の支出について
26,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 生徒指導研修会にかかる講師謝礼金の支出について
29,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 職業講話にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 校長経営戦略予算に係る性教育の講師謝礼金の支出について
10,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年視覚支援教育にかかる講師謝礼金の支出について
11,560
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 校長経営戦略予算に係る性教育の講師謝礼金の支出について
9,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 ダンス指導用講師謝礼金の支出について
92,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 職業講話にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆外購入の支出について
712,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙外購入の支出について
330,706

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙外購入の支出について
375,094

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パウチラミネーター購入の支出について
26,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電子天秤外購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
18,705

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙外購入の支出について
55,101

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学校日誌（高等学校用）外購入の支出について
67,068

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子黒板　スタンド付購入の支出について
483,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（１月分）の支出について
59,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 美術科　１月分モデル謝礼金の支出について
233,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（１月分）の支出について
176,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（１月分）の支出について
176,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 理数科２年課題研究発表会にかかる審査員謝礼金の支出について
12,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆外購入の支出について
151,513

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 電子天秤外購入の支出について
4,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 学校日誌（高等学校用）外購入の支出について
190,738

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙外購入の支出について
43,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
65,469

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 サッカーゴール他解体作業の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター外購入の支出について
1,987,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 パウチラミネーター購入の支出について
13,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置修理工事の支出について
145,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 琴購入の支出について
80,244

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 保管庫浅型の購入の支出について
52,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
114,434

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 おはなしえほん他（４～３月号）の購読料の支出について
8,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本キンダーメルヘン５～３月号購入の支出について
4,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 なぜなぜ絵本（４月～３月号）の購読料の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 こどものとも年少版（４～３月号）の購読料の支出について
4,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊「環境かがくえほん」（５～３月）購読料の支出について
14,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本かがくのとも５月～３月号の購入の支出について
4,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク購入の支出について
28,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 サッカーボール外購入の支出について
68,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 絵本「こどもとしぜん」（５～３月号）購入の支出について
4,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 絵本こどものとも年少版「５～３月号」外購読料の支出について
42,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 学研かんきょうかがく絵本「５～３月号」購読料の支出について
4,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 学研かんきょう月刊絵本（５月号～３月号）外１の支出について
16,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊「ぷう」（５～３月）外１件購読料の支出について
15,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 　月刊絵本「おはなしリクエスト」（４～３月号）購読料の支出に
4,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ワックスの購入の支出について
31,978

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 絵本「こどものとも」（５～３月号）外購入の支出について
9,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本みみちゃん絵本外５月～３月号の購入の支出について
12,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 出席ブック　外　の購入にかかる経費の支出について
32,450
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 こどもとしぜん（５月号～３月号）の購入の支出について
9,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 おはなしチャイルド（５月号～３月号）の購入の支出について
8,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 おはなしファンファン　他１点の購入の支出について
12,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊誌購入の支出について
11,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 刊絵本のりものライブラリー６月号～３月号購入の支出について
9,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 防振ピアノ用インシュレーター購入の支出について
54,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊「むかしむかしライブ」（１０～３月）購読料の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
8,093

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
6,415

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 トナー外　購入の支出について
90,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 拡大機用ロール紙購入の支出について
19,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ他の購入の支出について
137,341

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 研究用図書「まなざしのレッスン２」外　購入の支出について
12,847

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究収録冊子印刷の支出について
278,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 ユニット型電子黒板　購入の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「２０１８新刊読み物セット」他購入の支出について
84,087

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リサイクルトナー購入の支出について
55,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 逆上がり補助機外購入の支出について
82,809

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ベンチ購入の支出について
154,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールグローブ、他購入の支出について
76,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アートナイフ、外購入の支出について
26,676

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画インキ　外購入の支出について
354,895

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札購入の支出について
14,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネット外購入の支出について
70,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペンライト他購入の支出について
27,955

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 折り紙　外　購入の支出について
92,113

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊「健康教室（４～３月号、増刊臨時号）」購入の支出について
10,699

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポートボール　他　購入の支出について
67,986

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印箱　外の購入の支出について
64,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
30,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 工作用紙　外　購入の支出について
153,075

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スネアドラム外購入の支出について
139,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 汁杓子外購入の支出について
157,231

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙　外　購入の支出について
362,866

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
21,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土　他購入の支出について
76,905

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールテープ　外　購入の支出について
265,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機マスター外　購入の支出について
303,199

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コンクリート用接着剤外購入の支出について
28,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消火器購入の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マス目模造紙外購入の支出について
18,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水彩絵の具他購入にかかる経費の支出について
56,611

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サンダル　外購入の支出について
142,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板外購入の支出について
155,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 和紙　ほか購入　の支出について
167,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 国語評価テスト購入の支出について
144,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 生垣バリカン他購入の支出について
85,320
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルステレオミキサー　外の購入の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市旗　購入の支出について
31,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 採点ペンチップ　外　購入の支出について
29,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 あぶらねんど外購入の支出について
148,635

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
114,242

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札購入の支出について
77,663

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 泡石けんボトル外購入の支出について
130,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 机椅子用脚キャップ外購入の支出について
214,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 グロッケン　購入の支出について
44,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シナランバーコア合板購入の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外　購入の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スチール整理棚　外　購入の支出について
119,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携外購入の支出について
174,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 空気清浄機用使い捨てプレフィルター　外　購入の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 製本テープ　外　購入の支出について
49,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒用アルコール液　外１３点の購入の支出について
95,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 つやだしニス　外購入の支出について
100,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リングファイル外購入の支出について
73,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　の購入の支出について
81,273

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルカリ乾電池　購入の支出について
4,158

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　食糧費 卒業式に係る来賓用昆布茶外の購入（３／１３）の支出について
2,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂誘導灯補修工事の支出について
72,927

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室照明器具補修工事の支出について
32,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 砂場枕木補修工事の支出について
259,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
22,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校舎窓ガラス取り替え工事の支出について
66,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プール外壁　他　補修工事の支出について
132,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 屋上エキスパンション笠木補修工事の支出について
31,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館天井照明器具ランプ交換工事の支出について
192,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 防球ネット補修工事の支出について
128,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館多目的トイレ漏水補修工事の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 照明器具取替補修工事の支出について
88,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 コンセント修理の支出について
19,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 三槽シンク　修理の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 くすのき教室のエアコンの修理の支出について
104,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 一槽シンクキャスター取付修理の支出について
26,244

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室シンク排水管修理の支出について
47,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
35,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ブラインド補修の支出について
99,954

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 家庭科室調理台修理の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 レーザープリンタ修理の支出について
31,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 体育倉庫錠修理の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ラミネーター修理の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動糸鋸機械修理の支出について
37,800
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 オルガン修理の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
49,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビ収集運搬料　外の支出について
10,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫廃棄に伴う冷蔵庫リサイクル料　外の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 衣類乾燥機リサイクル収集運搬料他の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 消火器処分の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノの調律の支出について
15,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律にかかる手数料の支出について
15,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ　外調律の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫廃棄に伴う冷蔵庫リサイクル料　外の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビ収集運搬料　外の支出について
3,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 衣類乾燥機リサイクル収集運搬料他の支出について
2,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
12,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成３０年度卒業証書揮毫の支出について
23,889

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
28,274

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕の支出について
18,878

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成３０年度卒業証書揮毫料の支出について
18,662

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
25,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
12,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成３０年度卒業証書揮毫の支出について
21,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成３０年度卒業証書揮毫料の支出について
9,914

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
18,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
27,031

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
6,554

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書　揮毫料の支出について
27,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
12,247

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
15,357

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫の支出について
17,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕料の支出について
17,366

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕料の支出について
20,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 運動場側溝会所清掃業務委託の支出について
299,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 講堂舞台幕清掃業務委託の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木選定業務委託の支出について
324,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木剪定業務委託の支出について
265,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
70,227

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 低音オルガン購入の支出について
98,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電動裁断機購入の支出について
373,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 図書室用書架　購入の支出について
218,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子黒板機能付液晶プロジェクター購入の支出について
345,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ミニサッカーゴール外購入の支出について
146,529

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 衣類乾燥機他購入の支出について
53,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電動裁断機　購入の支出について
356,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電動裁断機の購入の支出について
398,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 泡石けんボトル外購入の支出について
56,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 シューズボックス　購入の支出について
111,000



平成30年度（平成31年３月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 シュレッダー購入の支出について
389,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 つやだしニス　外購入の支出について
68,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 裁断機購入の支出について
352,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書架外　購入の支出について
203,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタルステレオミキサー　外の購入の支出について
298,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 裁断機　の購入の支出について
356,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用「海野和男のワクワクむしずかん」外購入の支出について
151,617

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「改訂版　調べ学習の基～」外購入の支出について
287,777

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 学校図書館用図書「つぎ、なにをよむ？」外購入の支出について
293,965

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「つぎ、なにをよむ？」ほかの購入の支出について
326,305

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 人権教育講演会に係る講師謝礼金の支出について
6,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 噴霧器外　購入の支出について
209,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小便器用尿石除去剤　購入の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 読売新聞購読料（４～１２月分）の支出について
36,333

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマウス購入の支出について
38,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール　外　購入の支出について
98,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリント作成用ソフト購入の支出について
14,877

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カラープリンター用インク　ほか　購入の支出について
75,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 放電記録紙　外　購入の支出について
61,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 定期刊行物　健康教室（４～３月号）購入の支出について
11,253

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フラットファイル　外　購入の支出について
388,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外購入の支出について
144,806

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル教科書購入の支出について
129,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 高光度蓄光避難口標識の購入の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外　購入の支出について
231,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳　製造の支出について
60,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
55,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート　外　購入の支出について
32,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 チューナーユニット　購入の支出について
37,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 国語問題集　購入の支出について
15,843

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 健康教室（Ｈ３０年４月号～Ｈ３１年３月号）購入の支出について
11,291

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボード　外　購入の支出について
206,413

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール購入の支出について
58,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カラープリンター用インク　外購入の支出について
307,778

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水ロケット製作キット　外　購入の支出について
46,051

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳　外　製造の支出について
70,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アルトリコーダー　外購入の支出について
176,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軍手　外　購入の支出について
53,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
66,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーイベント名札外購入の支出について
18,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ウッドブロック　外　購入の支出について
131,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学級旗　外　購入の支出について
36,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健康教室」（４～３月号）購読料の支出について
11,253

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 結束バンド　他　購入の支出について
57,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
18,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入れ替え補修工事の支出について
9,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修の支出について
129,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 外柵の防錆塗装工事の支出について
184,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 南門電気錠補修工事の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 南側外壁ブロック補修工事の支出について
194,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
19,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 南館１階第一理科室給水管漏水補修工事の支出について
40,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 運動場外部配線修理スピーカー取替え工事の支出について
135,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替え補修工事の支出について
13,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ランチルーム照明スイッチ補修工事の支出について
5,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ロイター板補修の支出について
77,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
20,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ホルン外楽器修理の支出について
75,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 クラリネット他　修理の支出について
37,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス栓修理の支出について
6,177

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 体育教官室流し台修理の支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビ家電リサイクル運搬料　外の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
38,718

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 テレビ家電リサイクル運搬料　外の支出について
19,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
38,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
12,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成３０年度卒業証書筆耕翻訳料の支出について
22,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
30,169

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
42,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫の支出について
29,548

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
38,534

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書　揮毫業務（筆耕料）の支出について
22,577

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
42,249

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成３０年度卒業証書筆耕料の支出について
32,894

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 漏水調査業務委託の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 正門前付近排水管清掃　業務委託の支出について
492,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 裁断機　の購入の支出について
396,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 充電式ドライバー他　購入の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 水ロケット製作キット　外　購入の支出について
45,131

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 木製回転式書架　購入の支出について
118,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター　購入の支出について
138,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　購入の支出について
191,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ちはやふる４０」外　購入の支出について
295,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「寿命図鑑」他購入の支出について
189,843

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「アドルフに告ぐ」外　購入の支出について
367,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 セキュリティーソフト　購入の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 バインダー外　購入の支出について
68,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 玄関マット　外４点購入の支出について
134,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用原紙　外　買入の支出について
372,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教務手帳　印刷の支出について
76,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　買入の支出について
10,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 「図書館報」印刷の支出について
46,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 チラシ　外　印刷の支出について
67,392
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 照明器具取替工事の支出について
43,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修工事の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 化学教室化学水栓給水管漏水補修工事の支出について
34,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 マイコン付小型電気窯の修理の支出について
85,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 天井埋込型蛍光灯照明器具の修理の支出について
57,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 ゼッケンクリーニング代の支出について
56,862

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 包丁　外　刃研ぎの支出について
64,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成３０年度卒業証書揮毫料の支出について
21,163

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書　揮毫料の支出について
21,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 携帯電話の借入の支出について
42,941

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 穴あけパンチ　外購入の支出について
7,106

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 スティッククリーナー購入の支出について
13,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ３号館３階窓枠補修工事の支出について
237,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 防球ネット補修及び渡り廊下屋根補修工事の支出について
324,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ＣＢ壁改修支障移設に伴う工事の支出について
57,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館ガス漏れ修繕工事の支出について
23,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 埋設グラウンド消火管漏水補修工事の支出について
548,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 男子便所小便器漏水補修工事の支出について
75,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス破損修理の支出について
14,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 受水槽漏水補修工事の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室給湯管漏水補修工事の支出について
493,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ３階渡り廊下柱補修工事の支出について
307,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 バスケットゴール補修工事の支出について
158,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ＣＲ壁改修に伴う電気工事の支出について
191,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 鉄骨渡り廊下の補修工事の支出について
942,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂保安灯補修工事の支出について
32,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 床面補修工事の支出について
243,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋外給水管漏水補修工事の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関通用門電気錠取替補修工事の支出について
246,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 格技棟シャッター取替補修工事の支出について
629,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １－４普通教室窓ガラス入替修理の支出について
7,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 自動水栓交換工事の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 自火報受信機補修工事の支出について
24,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス取替工事の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具補修工事の支出について
300,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 目隠しフェンス補修工事の支出について
606,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 図書室コンセント増設工事の支出について
23,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ購入の支出について
193,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 テント購入の支出について
243,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 オルガン　購入の支出について
156,546

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 大型ごみ箱の購入の支出について
63,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 シュレッダー購入の支出について
53,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ブックトラック　購入の支出について
240,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 シューズボックス　購入の支出について
26,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本（５～３月号）購入の支出について
13,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 出席ノート他の購入の支出について
46,400
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 案内板購入の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 除菌剤　外１件の購入の支出について
12,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本なんでもサイエンス外５月～３月号の購入の支出について
23,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 模造紙外購入の支出について
28,347

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書筆耕料の支出について
6,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 工事請負費　改修工事費 トイレ天井埋め込みダウンライト設置工事の支出について
92,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 色画用紙購入の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 用指導書学校保健の動向（平成３０年度版）購入の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 シューズカバー外購入の支出について
133,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１月分）　　　　　　　　　の支出について
7,725

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
17,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フローリングワックス外購入の支出について
31,849

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 けん玉外購入の支出について
67,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニバット　外購入の支出について
286,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 習字半紙　外　購入の支出について
16,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 苗　パンジー外購入の支出について
16,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化事業にかかる土・肥料購入＜３／１４＞の支出について
16,254

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニバット外購入の支出について
78,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス購入の支出について
131,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 エイサー長胴太鼓購入にかかる経費の支出について
99,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 登り棒購入の支出について
187,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート　外　購入の支出について
273,855

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブラインド購入の支出について
90,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土購入の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトバレーボール　外　購入の支出について
36,207

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管他購入の支出について
95,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携購入の支出について
17,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１月分）　　　　　　　　　の支出について
2,617,513

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス小型湯沸器購入の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタ　外　購入の支出について
31,698

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 絆創膏外購入の支出について
49,619

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイクほかの購入の支出について
55,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ購入の支出について
51,786

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
33,955

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 跳び箱距離調節器他購入にかかる経費の支出について
90,153

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル板購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電卓、軽量黒板、おはじきセット購入の支出について
40,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 長机　購入の支出について
370,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス購入の支出について
26,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自転車の購入の支出について
40,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ケンチェ外購入の支出について
57,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 人工芝　外購入の支出について
294,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 漢検問題集「いちまるとはじめよう！」他購入の支出について
39,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 スロープ床シート補修工事の支出について
66,906

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 玄関オートロック補修工事の支出について
156,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　遠赤外線ヒーター修理の支出について
105,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 コンビネーション遊具補修の支出について
394,200
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
49,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 講堂用空調熱源機補修の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 教室蛍光灯修理の支出について
21,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ページセッター修理の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 放送室放送卓修理の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ピアノ運搬業務委託の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビリサイクル料　外の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビリサイクル回収料　外の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビリサイクル回収料　外の支出について
15,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
39,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
23,652

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビリサイクル料　外の支出について
2,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
18,252

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律　手数料の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノの調律の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
32,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
34,749

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫の支出について
18,921

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 漏水調査業務委託の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 南校舎屋上清掃業務委託の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 トイレ尿石除去業務委託の支出について
252,633

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃　業務委託の支出について
107,403

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 尿石除去外業務委託の支出について
149,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 丁合機　購入の支出について
366,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スチールロッカーの購入の支出について
28,404

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレスマイクほかの購入の支出について
161,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書購入の支出について
287,319

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書気をつけよう情報モラル外購入の支出について
286,081

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「よくわかる人工知能」外購入の支出について
311,089

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ロボット用ギヤ　外　購入の支出について
241,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン針　外　購入の支出について
149,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 引違戸錠他購入の支出について
104,922

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スチレンボード　外購入の支出について
41,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤポータブルシステム　購入の支出について
131,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインカー　外　購入の支出について
234,009

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
78,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス給湯器購入の支出について
35,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰水外購入の支出について
20,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 骨と筋肉の動き実験器外購入の支出について
59,821

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ブルーレイディスクプレーヤー　外購入の支出について
37,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自転車　購入の支出について
81,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 両口げんのう用収納木箱　外　購入の支出について
58,557

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 保護メガネ　外購入の支出について
28,188
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
90,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性顔料　購入の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 チェアー購入の支出について
379,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙　外の購入の支出について
59,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１月分）　　　　　　　　　の支出について
1,578,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 讀賣新聞購読料（４月～１２月）の支出について
36,333

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冷湿布　外　購入の支出について
23,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掛時計外　購入の支出について
142,041

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 運動場ＨＤＩポールライト取替補修工事の支出について
155,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫リサイクル手数料・収集運搬料の支出について
1,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 体育館高所電球取り換えの支出について
156,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
34,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
7,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫リサイクル手数料・収集運搬料の支出について
4,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕料の支出について
29,926

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
17,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕翻訳料の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
25,034

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕料の支出について
57,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 パラキャン（車いすバスケット）訪問授業業務委託の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「調べ学習の基礎の基礎」　外の支出について
188,691

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書いま知っておきたい未来外購入の支出について
168,551

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「塩の大研究」外購入の支出について
188,899

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 学校保存用卒業アルバム購入の支出について
10,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
13,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健」（４～３月号）外購入の支出について
33,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アナログミキサー　外　購入の支出について
84,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 舌圧子外購入の支出について
17,787

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コートブラシ他購入の支出について
51,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 フロア洗剤　外　買入の支出について
95,634

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳　製造　外の支出について
84,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 オフィスチェアー購入の支出について
270,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ベルトパーティション　外３点購入の支出について
80,449

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１月分）　　　　　　　　　の支出について
428,098

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 図書館用図書「ある男」外購入の支出について
4,777

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業証書揮毫業務及び公印印影印刷の支出について
4,142

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 デスクアンプの修理の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
21,513

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 カセットデッキ及びＣＤプレーヤー修理の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 包丁外刃研ぎ処理手数料の支出について
18,662

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務及び公印印影印刷の支出について
30,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕料の支出について
12,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行用付添職員用貸スキー代他４件の支出について
122,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 携帯電話の借入の支出について
56,981

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 フロア洗剤　外　買入の支出について
118,800
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ある男」外購入の支出について
142,499

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「芸人前夜」外購入の支出について
163,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ストップウオッチ購入の支出について
10,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 折りたたみコンテナ　購入の支出について
5,929

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館舞台吊物補修工事の支出について
808,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 図書室漏水補修工事の支出について
378,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 東校舎庇裏仕上げ補修工事の支出について
847,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校舎出入口アルミ扉入替補修工事の支出について
345,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室バルブ漏水修繕工事の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 舞台緞帳補修工事の支出について
967,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室埋没給湯管漏水補修工事の支出について
244,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 分電盤補修工事の支出について
421,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 特別支援学級手洗場給排水管漏水工事の支出について
119,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修工事の支出について
46,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター購入の支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 冷蔵庫購入の支出について
55,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 高圧洗浄機購入の支出について
42,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 展示パネル　購入の支出について
135,756

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ミストシャワー　外購入の支出について
365,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 シール外の購入の支出について
15,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊健５月号～３月号の購入の支出について
8,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ　購入の支出について
17,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本　こどもとしぜん５～３月号購入の支出について
4,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本「こどもとしぜん」外の購読料にかかる経の支出について
14,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本「こどもとしぜん」（５～３月号）購読料の支出について
4,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外　購入の支出について
13,251

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊誌「ぴっかり」５～３月号購入の支出について
4,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 卒業証書　外　購入の支出について
257,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊誌「オールリクエスト」（４～３月号）購読料の支出について
5,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊誌「サンチャイルド」（５～３月号）購入の支出について
13,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊「えほんのいりぐち」（５～３月）購読料の支出について
4,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 　「月刊絵本」購入の支出について
4,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 樹脂ワックス　外　の購入の支出について
53,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊誌「キンダーメルヘン」５～３月号購入の支出について
4,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本（５～３月号）購入の支出について
8,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　印刷製本費 卒業証書　外　購入の支出について
80,255

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 通用門横塀の補修工事の支出について
91,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 ガスヒートポンプエアコンの修繕工事の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 屋外スピーカー補修工事の支出について
46,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書揮毫料の支出について
4,082

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育修了証書　揮毫の支出について
9,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書　筆耕の支出について
6,415

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 月刊高校教育バックナンバー１０月～１２月号購入の支出について
2,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
51,321

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
32,659

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
4,665

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
132,300
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 上質紙　外　購入にかかる経費の支出について
127,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 作品シール　購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 プリント作成ソフト、他購入の支出について
156,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 石灰　他購入の支出について
23,166

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ハイパーＱＵ診断用紙　購入の支出について
93,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 月刊高校教育（１月～３月号）　購入の支出について
2,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷にかかる経費の支出について
99,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷の支出について
145,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂ワックスの購入の支出について
95,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻鏡　購入の支出について
34,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手袋外の購入の支出について
31,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 収納ラック外購入の支出について
70,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク　購入の支出について
51,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ペンキ外購入の支出について
157,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷用インク・マスター購入の支出について
121,867

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
194,049

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メラミンスポンジ　外購入の支出について
31,935

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー版画板外購入の支出について
23,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
96,703

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール購入の支出について
7,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 だし取りカゴ外購入の支出について
57,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
179,499

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 舌圧子　外　購入の支出について
40,069

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　外　購入の支出について
55,055

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オルガン用椅子　購入の支出について
22,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歯鏡　購入の支出について
59,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スノコ　購入の支出について
75,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タンバリン　外　購入の支出について
21,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フードスライサ用笹切ガイド　購入の支出について
15,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自転車購入の支出について
90,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外　購入の支出について
385,285

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビオラ苗　外　購入の支出について
3,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タイムタイマー他　購入の支出について
18,358

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
72,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 イメージドラム購入の支出について
27,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携　購入の支出について
39,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
1,157,073

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 五色百人一首　外　購入の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドッジボール外購入の支出について
77,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
302,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 発表ボード購入の支出について
43,485

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自転車購入の支出について
69,255

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
2,332

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 かぞえ棒　他購入の支出について
281,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画インク　外　購入の支出について
177,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 案内板購入の支出について
32,832
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カードリング　他　購入の支出について
33,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室床用ワックス　外　購入の支出について
36,439

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上皿自動秤購入の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プログラミング教材購入の支出について
233,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健」４～３月号年間購読料の支出について
10,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 玉入台　外購入の支出について
49,005

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ４線黒板　外　購入の支出について
154,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 複合機　外の購入の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷蔵庫　購入の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サンダル　外購入の支出について
132,324

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 緑化用鉢植　の購入の支出について
22,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級用図書「小学国語辞典」　外購入の支出について
98,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 採点ペン他購入の支出について
123,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業証書　外　購入の支出について
806,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 多目的室外扉補修工事の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 階段　踊り場手摺補修工事の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ３年１組扉　ガラス入替工事の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガス栓補修工事の支出について
6,177

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
175,662

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサ修理の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給湯器の修理の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 授業用ノートパソコン修理の支出について
114,436

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機修理の支出について
46,332

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 校内放送システム修理の支出について
35,013

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室回転釜修理の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機修理の支出について
13,993

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 物置　修理の支出について
197,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 洗浄機修理の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
15,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 日本漢字能力検定　検定料の支出について
358,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
17,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ　外　調律の支出について
15,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 日本漢字能力検定　検定料の支出について
2,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノの調律経費の支出について
23,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
19,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律処理手数料の支出について
15,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
24,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 英語検定Ｊｒ．学校版受験料の支出について
109,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
15,719

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
5,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
16,588

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
21,513
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
19,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕料の支出について
15,163

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成３０年度卒業証書揮毫料の支出について
24,418

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成３０年度卒業証書揮毫の支出について
12,927

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
10,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書の児童名等揮毫料の支出について
23,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成３０年度卒業証書揮毫業務請負の支出について
14,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成３０年度卒業証書筆耕料の支出について
9,979

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
9,979

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成３０年度　卒業証書揮毫料の支出について
26,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
25,061

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成３０年度卒業証書揮毫料の支出について
9,298

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 １・２年生対象英語研修　業務委託の支出について
211,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 トイレ尿石除去業務委託の支出について
149,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 トイレ尿石除去清掃業務委託の支出について
336,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
77,695

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 講堂外　ワックス掛け・機械清掃業務委託の支出について
266,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 側溝・会所清掃作業業務委託の支出について
207,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃業務委託の支出について
56,085

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 運動場側溝・泥だめ会所清掃業務委託の支出について
264,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 消火系統漏水調査業務委託の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 漏水調査業務委託の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ６年卒業遠足にかかる付添職員入場料の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 リヤカー購入の支出について
52,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オルガン　購入の支出について
150,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 卓上製氷器の購入の支出について
75,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 小型物置の購入の支出について
101,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ホームビデオカメラ（２台）　購入の支出について
86,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電動裁断機　購入の支出について
396,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 裁断機購入の支出について
358,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 裁断機購入の支出について
396,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書画カメラ　購入の支出について
181,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オルガン　外　購入の支出について
2,712,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オルガン　購入の支出について
3,693,708

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 複合機　外の購入の支出について
164,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 来客用シューズボックス　購入の支出について
94,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 室用図書「改定版調べ学習の基礎の基礎」外購入の支出について
326,641

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「気をつけよう情報モラル」外購入の支出について
291,111

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「図書の修理」外　購入の支出について
296,629

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「よくわかる人工知能」外購入の支出について
338,997

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書の支出について
284,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　購入の支出について
72,215

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「暗号の大研究」他購入の支出について
326,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外　購入の支出について
170,046

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 延長コード　外　購入の支出について
35,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性カラーペン　外　購入の支出について
64,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
13,003
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
62,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
347,587

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳の製造の支出について
93,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
59,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳（平成３１年度版）製造の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンター　購入の支出について
32,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スツール外購入の支出について
94,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
84,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スリッパ　ほか　購入の支出について
90,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアファイル購入の支出について
39,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メガホン（拡声器）　購入の支出について
18,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳　製造の支出について
75,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン　購入の支出について
142,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
56,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスファンヒーター　外　購入の支出について
277,371

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 遮光カーテン購入の支出について
92,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳　製造の支出について
67,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク　購入の支出について
9,007

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スケッチブック　外　購入の支出について
86,598

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 輪番プログラムタイマーの購入の支出について
9,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラミネーター購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外　購入の支出について
278,121

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
13,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ／ＵＳＢ再生機購入の支出について
120,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 賞状盆　外　の購入の支出について
35,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プランター　外　購入の支出について
73,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ジグソー　外購入　の支出について
358,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリヤーファイル外購入の支出について
365,342

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パームたわし　外　購入の支出について
62,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンター複合機　他　購入の支出について
37,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業証書　外　購入の支出について
741,347

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
24,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 クラリネット　外修理の支出について
66,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器（ホルン）修理の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
49,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 水道蛇口修理の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律にかかる手数料の支出について
17,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 日本漢字能力検定料の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 漢字能力検定試験受検にかかる検定料の支出について
380,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律料手数料の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
20,314

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
24,494

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
19,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
90,646

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 トイレ尿石除去清掃作業業務委託の支出について
89,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 空調機清掃作業　業務委託の支出について
273,240
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
58,862

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 除草作業業務委託の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 フェニックス剪定業務委託の支出について
496,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 自動紙折機　購入の支出について
360,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 勾玉形テーブル　外　購入の支出について
623,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ミシン　購入の支出について
332,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「逆境だらけの人類史」外購入の支出について
149,626

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「いちごの唄」外購入の支出について
367,818

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「香りと歴史７つの物語」他購入の支出について
55,462

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
4,665

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク　外　購入の支出について
45,867

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳　製作の支出について
89,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ビブス　外　買入の支出について
40,014

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ツイン蛍光灯　買入の支出について
6,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外　購入の支出について
46,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザーポインター　外　購入の支出について
33,613

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ「高校生面接力向上シリーズ２」外　買入の支出について
141,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ハードディスクドライブ　外１０点購入の支出について
166,266

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健康教室」他（４月～３月号）購入の支出について
27,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＵＳＢケーブル　外２点購入の支出について
3,726

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業証書　外　購入の支出について
135,962

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 フラッシュバルブ取替え工事の支出について
90,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 消防設備外補修工事の支出について
151,707

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 エアロバイク修理の支出について
75,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 三相始動補償器修理の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 生徒の成績関係書類送付用切手の購入（３／１５）の支出について
12,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 家電（テレビ）リサイクル回収料の支出について
4,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 家電（テレビ）リサイクル回収料の支出について
2,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
28,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ヤンマーフィールド長居　施設使用料の支出について
28,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ビブス　外　買入の支出について
121,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 卓上型デジタルアンプ購入の支出について
71,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター　購入の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電気湯沸器　購入の支出について
140,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンターの購入の支出について
16,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 レターケース　購入の支出について
3,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 東館２階教室ガラス修理工事の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 パソコン教室照明器具補修工事の支出について
76,572

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 職員室　空調設備補修工事の支出について
135,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内倉庫屋根補修工事の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西校舎外部家庭科室行止水栓補修工事の支出について
213,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 防火シャッター危害防止装置電池交換工事の支出について
294,127

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 図工室裏ガス漏れ配管取替修理工事の支出について
9,914

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 飲料用受水槽パイロット配管補修工事の支出について
72,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給水管撤去工事の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 バックネット天井防球ネット外補修工事の支出について
329,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室便所屋外汚水管及外部会所詰り修理の支出について
58,968
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 自動火災報知設備幹線補修工事の支出について
653,715

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室埋設給湯管漏水補修工事の支出について
428,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 機器設置に伴う給食室電気設備新設工事の支出について
97,927

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 防犯カメラ増設工事の支出について
464,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 アコーディオンスクリーン購入の支出について
98,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 絵画作品乾燥棚購入の支出について
119,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 オーディオアンプ　外の購入の支出について
311,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 移動一槽シンク購入の支出について
102,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 電動自転車　購入の支出について
126,258

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ザル受カート購入の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 大玉　購入の支出について
31,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 印刷機　購入の支出について
301,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ビデオカメラの購入の支出について
43,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 オルガン　外　購入の支出について
257,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 小型冷凍庫の購入の支出について
72,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター　購入の支出について
121,068

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 ブロック玩具外購入の支出について
7,754

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 キックスケーター購入の支出について
27,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 鉛筆　外　購入の支出について
46,475

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 名札の購入の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
107,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
26,438

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 カラーラベル外３件購入の支出について
43,802

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊誌「エースひかりのくに」５～３月号購入の支出について
4,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊　えほんのいりぐち　４～３月号購入の支出について
4,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊こどものとも（４月～３月号）外購入の支出について
14,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 はらっぱ　４～２月分　購入の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 出席ノート外の購入の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 おたより帳　他３点の購入の支出について
45,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外　購入の支出について
13,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外　購入の支出について
5,281

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
23,198

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 鉛筆　外　購入の支出について
24,609

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外　購入の支出について
1,933

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 おたより帳ほか購入の支出について
14,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 プールサイド鞍型テント張替工事の支出について
221,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 リズム室床修繕工事の支出について
87,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書筆耕の支出について
6,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 ガスヒートポンプエアコンの保守点検業務委託の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 使い捨てシューズカバー　購入の支出について
8,143

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 絵画用シート　購入の支出について
22,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 プロジェクター　外　購入の支出について
14,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 パイプ式ファイル　外　購入の支出について
8,142

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
111,974

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外　購入の支出について
12,096
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 外付けＤＶＤドライブ　外購入の支出について
75,438

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 セクションボード　購入の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
3,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
189,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ラミネーター専用フィルム外購入の支出について
32,466

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 鉛筆　外　購入の支出について
5,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 日本地図パズル外購入の支出について
245,202

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　手数料 日本語検定「団体特別試験」申込の支出について
226,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター　外　購入の支出について
138,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
7,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外　購入の支出について
2,462

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 鉛筆　外　購入の支出について
11,772

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札製造の支出について
66,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
530,237

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス小型湯沸器購入の支出について
31,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外　購入の支出について
3,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ジャンプシート　他　購入の支出について
215,649

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
166,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 椅子外購入の支出について
143,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パルスオキシメーター　他購入の支出について
50,709

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニホウキ　外購入の支出について
106,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用洗剤　外　購入の支出について
66,398

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札　外　購入の支出について
44,794

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 衝立　購入の支出について
48,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 いす脚カバー　購入の支出について
57,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スタンプ台外購入の支出について
124,351

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 はしご兼用脚立外購入の支出について
79,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 まな板外の購入の支出について
29,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
129,109

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性マーカー　外　購入の支出について
85,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニバット外購入の支出について
11,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土購入の支出について
8,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻鏡購入の支出について
33,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ワックス外購入の支出について
59,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニバット　購入の支出について
48,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
959,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
155,865

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジマット購入の支出について
171,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ひな段購入の支出について
212,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外の購入の支出について
79,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニほうき＆チリトリセット外購入の支出について
69,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性マーカー、外購入の支出について
21,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メトロノーム　ほか購入の支出について
100,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外　購入の支出について
539,197

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットゴール板　他購入の支出について
86,022

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジの購入の支出について
18,198

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白画用紙　外　購入の支出について
90,151
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土外購入の支出について
107,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札外購入の支出について
58,979

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テストプリント１年国語　外　購入の支出について
164,835

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
340,422

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管　外　購入の支出について
234,534

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画版外購入の支出について
136,146

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 絵具　外　購入の支出について
30,235

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カーテン購入の支出について
88,614

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー購入の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書道半紙外購入の支出について
66,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス炊飯器購入の支出について
38,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管外購入の支出について
67,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ストッパーピン　外　購入の支出について
95,661

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルシール　外購入の支出について
36,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　外　購入の支出について
78,148

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
378,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外　購入の支出について
365,364

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
90,666

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＦＡＸトナーカートリッジほか購入の支出について
96,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯洗剤　他　購入の支出について
19,997

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外　購入の支出について
15,593

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ディスクグラインダ　外購入の支出について
17,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外　購入の支出について
40,763

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙他購入の支出について
84,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
453,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸型食缶他購入の支出について
20,142

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外購入の支出について
53,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 たわし　外購入の支出について
18,323

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 作品乾燥棚外購入の支出について
22,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　４切　外　購入の支出について
44,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カウベル　外購入の支出について
7,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 脚折りたたみ式テーブル外購入の支出について
250,182

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉄棒サポートパット　外購入の支出について
47,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サクラソウ　苗　購入の支出について
14,191

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机外購入の支出について
331,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 読売新聞購読料（４月～１２月）の支出について
36,333

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クラベス　他　購入の支出について
10,746

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールテープ　外購入の支出について
136,145

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 複合機トナーカートリッジの購入の支出について
142,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジオ　購入の支出について
25,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スパテラ　購入の支出について
28,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 生コンクリート購入の支出について
60,588

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マルチクッションケース購入の支出について
5,724

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 糸鋸台外購入の支出について
42,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ　購入の支出について
104,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
34,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌「月刊　健」（４月～３月号）購入の支出について
10,303
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外購入の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトボール購入の支出について
31,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土外購入の支出について
20,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 修正テープ　外購入の支出について
12,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土他購入の支出について
132,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級用例解学習漢字辞典購入の支出について
302,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 献立表黒板購入の支出について
44,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 おりがみ外購入の支出について
211,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 だしかご購入の支出について
19,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
9,331

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携　外　購入の支出について
194,982

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土　購入の支出について
4,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰外購入の支出について
32,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ろ紙外購入の支出について
72,498

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外　購入の支出について
381,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨て手袋外購入の支出について
57,862

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 穴あけパンチ　外　購入の支出について
85,919

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ボールカゴ　外購入の支出について
260,982

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
52,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　他　購入の支出について
171,975

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外　購入の支出について
2,624,562

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外　購入の支出について
170,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ニス　他購入の支出について
201,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式インパクトドライバー外購入の支出について
55,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニール畳　ほか購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コンパス　購入の支出について
3,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マレット外購入の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外　購入の支出について
710,027

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札　購入の支出について
50,673

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジの購入の支出について
210,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外　購入の支出について
1,659,241

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
2,196,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外購入の支出について
31,766

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札ケース外７点の購入の支出について
67,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 厨房用雑品購入の支出について
42,557

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤外購入の支出について
61,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
83,095

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
69,498

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カバーフィルム外購入の支出について
110,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机天板購入の支出について
142,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー　ほか購入の支出について
210,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル外購入の支出について
240,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 譜面台外購入の支出について
51,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オルガン　外　購入の支出について
113,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電卓　購入の支出について
60,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 脚立他購入の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電動ステープラー外購入の支出について
196,555
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オルガン　外　購入の支出について
521,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 新２年名札製造の支出について
23,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要　印刷の支出について
83,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷の支出について
84,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 水道使用料（２月分）　　　　　　　　　　の支出について
54,767

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 テント鉄部塗装工事の支出について
198,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 南門戸車補修工事の支出について
65,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 引き戸及び扉補修工事の支出について
120,663

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 誘導灯取替その他補修工事の支出について
166,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 西館２階渡り廊下窓ガラス入替工事の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 床面補修工事の支出について
170,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ブロック塀補修工事の支出について
138,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
28,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス入替工事の支出について
3,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プールサイド日除けテント外塗装工事の支出について
169,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 照明器具取替補修工事の支出について
16,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂吊物機構補修工事の支出について
115,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機修理の支出について
14,927

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 調理準備室衣類乾燥機修理の支出について
11,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 球根皮剥き機修理の支出について
16,653

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン修理の支出について
9,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 講堂壁面マイクコンセント取替の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 締め太鼓修理の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 小型湯沸器修理の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機補修の支出について
324,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食調理用回転釜修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プレハブ冷蔵庫修理の支出について
88,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
49,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 　遊具補修の支出について
397,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機修理の支出について
25,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プロジェクター修理の支出について
46,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 裁断機修理の支出について
48,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン修理の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食調理員控室エアコン修理の支出について
28,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室調理台キャスター修理の支出について
15,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ワイヤレスマイク修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 オルガン用ヘッドフォン修理の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
7,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 職員室印刷機修理代にかかる経費の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 教室鍵修理の支出について
399,546

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 遠赤外線暖房機修理の支出について
105,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 校内放送機器修理の支出について
13,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
38,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 音楽室ＡＶシステム修理の支出について
56,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 二槽水槽修理の支出について
29,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室ザル受けカート修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ブラウン管テレビリサイクル料　外の支出について
1,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
35,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
33,534

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,596

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
21,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
24,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ブラウン管テレビリサイクル料　外の支出について
2,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 フードスライサー刃研ぎにかかる経費の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
24,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 蛍光灯反射板清掃の支出について
94,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律（２台）手数料の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕料の支出について
14,385

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
10,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
15,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書児童名筆耕の支出について
6,177

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕料の支出について
5,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
9,953

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
9,298

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成３０年度卒業証書揮毫料の支出について
31,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
5,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書への揮毫の支出について
15,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
14,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
18,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
6,534

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成３０年度卒業証書揮毫委託の支出について
16,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
15,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書浄書の支出について
13,543

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
11,404

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
10,659

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
15,772

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
9,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成３０年度　卒業証書揮毫料の支出について
7,603

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕料の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕翻訳料の支出について
18,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務の支出について
13,154

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
21,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
24,829

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 体育館床面ワックス仕上清掃作業業務委託の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木剪定「フェニックス１本」業務委託料の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校内側溝会所清掃業務委託の支出について
141,458



平成30年度（平成31年３月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 講堂ワックス塗布業務委託の支出について
57,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書架　購入の支出について
243,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 裁断機　購入の支出について
356,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワンタッチテント　購入の支出について
550,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 木製書架他の購入の支出について
169,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プログラムチャイム　購入の支出について
143,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 学校用オルガン購入の支出について
167,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 複合機の購入の支出について
44,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オルガン　外　購入の支出について
2,557,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 作品乾燥棚外購入の支出について
204,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 カウベル　外購入の支出について
104,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 鉄棒サポートパット　外購入の支出について
55,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オルガン　外　購入の支出について
5,019,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 マグネットスクリーン購入の支出について
79,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ディスクグラインダ　外購入の支出について
50,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 糸鋸台外購入の支出について
95,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書調べ学習の基礎の基礎他購入の支出について
361,994

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「好きなモノから見つ～」外の購入の支出について
165,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「調べ学習の基礎の基礎」外購入の支出について
286,298

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「調べ学習の基礎の基礎」外購入の支出について
317,579

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ネットのルール」外　購入の支出について
310,354

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書気をつけよう！情報モラル１他の購入の支出について
319,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「幕末維新人物大図鑑」他購入の支出について
334,782

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　学校で知っておきたい著作権外購入の支出について
294,233

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　気をつけよう！情報モラル他購入の支出について
299,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「よくわかる人工知能」外購入の支出について
333,475

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「調べ学習の基礎の基礎」外購入の支出について
291,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ふしぎ駄菓子屋銭天堂２」外購入の支出について
111,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「こども学問のすすめ」外購入の支出について
328,718

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書の購入費用の支出について
12,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「調べる学習の基礎の基礎」他購入の支出について
333,671

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「調べ学習の基礎の基礎」外購入の支出について
336,813

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「月の満ち欠けをながめよう」他購入の支出について
315,523

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 流し台購入の支出について
40,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
583,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
482,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜「いつでも夢を」外購入の支出について
23,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外　購入の支出について
22,249

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外　購入の支出について
250,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
434,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外　購入の支出について
265,663

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 固定用不織布粘着包帯ほか購入の支出について
19,756

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健」外購入の支出について
108,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 平成３１年度生徒手帳製造の支出について
75,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙　外購入の支出について
32,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート　外　購入の支出について
328,785

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
57,807
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外　購入の支出について
161,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
94,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外　購入の支出について
47,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＬＡＮケーブル　外　購入の支出について
6,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
1,555

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 花の苗プリムラ外購入の支出について
10,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 保健室用　月刊誌「健」（５月～３月号）購読料の支出について
9,405

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
56,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外　購入の支出について
684,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨て舌圧子外　購入の支出について
29,689

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＬＡＮケーブル　他　の購入の支出について
24,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 湯沸器購入の支出について
38,236

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルシール外購入の支出について
29,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
72,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク　購入の支出について
44,604

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
176,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冷湿布　外　購入の支出について
27,211

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンタ用インク　購入の支出について
21,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
577,022

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトクーラーバッグ外購入の支出について
339,022

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マット紙購入の支出について
34,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プログラミング学習用ロボット「プロッチ」外購入の支出について
143,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健」（４月号から３月号）外　購入の支出について
29,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
72,254

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂ワックス　外　購入の支出について
52,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
44,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ピッチャープレート外購入の支出について
98,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルライター用テープ　他　購入の支出について
53,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色紙外購入の支出について
320,126

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 折りたたみバスケット　外　購入の支出について
169,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 酢酸　外購入の支出について
31,525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙ＦタイプＡＥ　購入の支出について
27,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
274,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外　の購入の支出について
148,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冷湿布　外の購入の支出について
94,427

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マット紙　外購入の支出について
36,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
46,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土　外購入の支出について
30,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＯＡラベル他購入の支出について
21,621

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ショベルの購入の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＬＥＤ照明灯購入の支出について
106,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 エアーコンプレッサー　ほか　購入の支出について
20,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 床油　外　購入の支出について
119,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外　購入の支出について
684,886

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 多機能変換アダプタ　外　購入の支出について
188,765

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール外購入の支出について
72,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自由ホウキ購入の支出について
32,400
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電波時計の購入の支出について
94,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自転車購入の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 平成３１年度１年生名札製造の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 リサイクルトナーカートリッジ　購入の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 黒板消しクリーナー購入の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い石けん液　外　購入の支出について
46,026

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入れ替え補修工事の支出について
19,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
24,786

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 外周西側擁壁部塗装補修工事の支出について
194,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 保健室給排水設備漏水補修工事の支出について
50,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 職員室流し台取替補修工事の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 女子洋式トイレの詰まり補修工事の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 １階女子トイレ照明スイッチ補修工事の支出について
19,083

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 デジタルタイマー修理の支出について
26,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 オーボエ　外　修理の支出について
90,686

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 クラリネット修理の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 蛍光灯修理の支出について
18,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
61,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ドラムセット修理の支出について
35,121

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 インターホン子機修理の支出について
31,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 玄関用インターホン修理の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 バスクラリネット修理の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
23,414

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
27,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律　手数料の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
27,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 電動裁断機刃の研磨処理手数料の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
29,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
8,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕の支出について
45,198

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕翻訳料の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
25,839

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
19,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
39,765

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
24,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成３０年度卒業証書揮毫の支出について
20,105

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
20,109

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成３０年度卒業証書筆耕業務委託の支出について
35,105

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
13,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成３０年度卒業証書揮毫の支出について
34,387

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕料の支出について
28,933

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書にかかる翻訳筆耕料の支出について
49,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
40,807
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
45,619

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成３０年度卒業証書揮毫料の支出について
43,481

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 室内機高圧洗浄委託業務の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃　業務委託の支出について
61,409

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 便所清掃に係る業務委託の支出について
144,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎床面清掃にかかる業務委託の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃　業務委託の支出について
69,855

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 プログラミング実機教材レンタル料の支出について
38,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 図書管理用ノートパソコン購入の支出について
90,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 サッカーゴール　購入の支出について
321,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ウォータークーラー　購入の支出について
483,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 講演台（本体及び花台２）購入の支出について
372,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 アルトサックス　購入の支出について
203,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ホームズ全集」外　購入の支出について
388,014

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「１３歳からの手帳活用術」外の購入の支出について
185,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　宝島　他　の購入の支出について
40,217

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「大学の学科図鑑」ほか購入の支出について
174,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「夜と霧」外　購入の支出について
316,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書の購入費用の支出について
14,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「３匹のかわいいおおかみ」外購入の支出について
361,257

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「フローラ」外　購入の支出について
347,613

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「マイナス・ヒーロー」外　購入の支出について
276,487

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー他購入の支出について
95,148

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
30,931

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
94,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 胴外購入の支出について
324,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 色砂他購入の支出について
39,653

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
69,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
53,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外　購入の支出について
81,341

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 送排風機外購入の支出について
130,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外　購入の支出について
28,814

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 液晶保護ガラスフィルム　購入の支出について
9,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
67,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外　購入の支出について
56,334

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 黒板ふき外の購入の支出について
45,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外　購入の支出について
27,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業アルバム　購入の支出について
32,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 麻紙ボード　外　購入の支出について
42,807

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＥＥＴコンセント　外７点購入の支出について
190,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 冊子「創建」印刷の支出について
103,356

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 「生野工髙新聞」印刷費の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 「卒業式式次第」印刷費の支出について
12,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 大階段踊り場タイル補修工事の支出について
64,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
237,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫リサイクル料外の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
15,876
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫リサイクル料外の支出について
6,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
3,645

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕料の支出について
39,762

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 床洗浄・ワックス塗布作業業務委託の支出について
216,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ガスファンヒーター　購入　の支出について
57,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクターの購入の支出について
88,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 「暴れん坊将軍」他図書室用書籍の購入の支出について
47,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 コンテナ購入の支出について
2,596

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 給食調理室回転窯下排水溝用グレーチング購入の支出について
13,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 児童机外購入の支出について
21,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 コーンバー他購入の支出について
8,981

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 カバサ　購入の支出について
8,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 水道ケレップ他購入の支出について
30,886

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 コンパス　購入の支出について
780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤプレーヤー購入の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 高圧洗浄機　の購入の支出について
26,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 生徒相談室空調機及び配線補修工事の支出について
186,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室給湯ボイラー取替に伴うガス設備工事の支出について
83,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 第２グラウンド散水栓仮撤去と移設工事の支出について
151,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プロジェクター取替交換工事の支出について
140,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 厨房行きガス埋設配管取替工事の支出について
11,647

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 防球ネット補修工事の支出について
795,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 正門鉄扉補修工事の支出について
262,839

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 食堂倉庫止水栓漏水補修工事の支出について
433,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 便所通管工事の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食搬入門重量戸車取替補修工事の支出について
88,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 破損ガラス取替補修工事の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 被服室及び放送室照明補修工事の支出について
43,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 シャッター錠取替補修工事の支出について
28,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 高架水槽架台塗装工事の支出について
270,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 高置水槽通気防虫網破損取替工事の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 池給水バルブ漏水補修工事の支出について
143,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 トイレ排水管補修工事の支出について
13,402

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室扉錠の取替調整補修工事の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールテント張替補修の支出について
270,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂ギャラリーガラス補修工事の支出について
25,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 職員室他照明器具取替補修工事の支出について
417,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ゴミ庫袖壁撤去工事の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 受水槽給水設備修繕工事の支出について
146,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 電動缶切機購入の支出について
128,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 セストボールゴール購入の支出について
53,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 オルガン　外　購入の支出について
150,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 拡大機　購入の支出について
322,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター　購入の支出について
136,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 オフィスチェアー　購入の支出について
44,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 配膳台　購入の支出について
178,200



平成30年度（平成31年３月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ダストカート　他購入の支出について
140,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 全傾斜片面書架購入の支出について
76,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 木製書架購入の支出について
133,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 衝立の支出について
86,886

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ロボット掃除機購入の支出について
103,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ブックトラック購入の支出について
50,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 オルガン　外　購入の支出について
552,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 シュレッダー購入の支出について
56,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 歌唱指導による講師謝礼金の支出について
6,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 乳児用カラーデスク３台の購入の支出について
93,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 プリンターインク　他４点の購入の支出について
89,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 画板（軽量タイプ）の購入の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書揮毫料の支出について
5,638

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 アーツセラピー研修にかかる講師謝礼金の支出について
246,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 第２回生徒研究活動発表会　審査員謝礼金の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 校内授業研究会講師謝礼金の支出について
18,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 教科研究用図書「実践！小学書写」外購入の支出について
123,103

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 大型分度器　外　購入の支出について
97,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 発表ボード　購入の支出について
13,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 画用紙整理ケース　外　購入の支出について
134,589

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 クラフトテープ　外　購入の支出について
50,833

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 フラップテーブルの購入の支出について
79,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ４年手話体験学習講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語学習にかかる講師謝礼金の支出について
54,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 校内研究会講師謝礼金の支出について
9,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 雅楽体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年　社会科出前授業にかかる講師謝礼金の支出について
12,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 校内研修会講師謝礼金の支出について
9,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 茶道体験教室にかかる講師謝礼金（２／６）の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 手話指導にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 雅楽体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ダンス授業にかかる講師謝礼金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 体験学習講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年盲導犬体験にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 プログラミング教育講演会　講師謝礼金の支出について
18,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語学習にかかる講師謝礼金の支出について
62,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 手話体験活動にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん授業にかかる講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん指導にかかる講師謝礼の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 日本語指導にかかる講師謝礼金（１２月）の支出について
63,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話会に関する講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 日本語指導にかかる講師謝礼金（１月）の支出について
16,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 異文化に親しむ週間　民族講師料の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 異文化に親しむ週間　民族講師料の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 茶道体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
11,800
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 林業特別授業にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権教育学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ４年落語体験にかかる講師謝礼（２／１２）の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 茶道体験教室にかかる講師謝礼金（２／６）の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 異文化体験学習（２年）講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 合唱指導出前授業にかかる講師謝礼金の支出について
23,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 特別支援教育関係研修にかかる講師謝礼の支出について
5,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権総合学習講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 性教育にかかる講師謝礼金の支出について
7,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 手話体験活動にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 手話体験活動にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 校内研究会講師謝礼金の支出について
8,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 手話体験活動にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 手話体験活動にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 手話体験活動にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん体験学習に係る講師謝礼金（２／８）の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 伝統文化実践の講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 茶道体験教室にかかる講師謝礼金（２／６）の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 茶道体験にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 命の教室にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年「盲導犬の学習」にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育授業にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん体験学習に係る講師謝礼金（２／５）の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 在日外国人教育の指導にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん教室にかかる講師謝礼金の支出について
3,341

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語学習の指導にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 プログラミング教育の指導にかかる講師謝礼金の支出について
42,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 伝統文化実践の講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語教育講師謝礼金の支出について
13,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 日本語指導にかかる講師謝礼金（１２月）の支出について
49,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 若手教員への指導・育成における講師謝礼金の支出について
168,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 日本語指導にかかる講師謝礼金（１月）の支出について
34,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 日本語指導にかかる講師謝礼金（１月）の支出について
11,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 放課後補充学習にかかる講師謝礼（１月）の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 日本語指導にかかる講師謝礼金（１２月）の支出について
189,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 放課後補充学習にかかる講師謝礼（１月）の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん教室にかかる講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 放課後補充学習にかかる講師謝礼（１月）の支出について
7,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 放課後補充学習にかかる講師謝礼（１月）の支出について
9,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 放課後補充学習にかかる講師謝礼（１月）の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 手話講座に関わる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年そろばん教室にかかる講師謝礼の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 茶道体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
11,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権教育にかかるテコンド体験学習講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「近くの国の文化を知る集い」にかかる講師謝礼金の支出について
17,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育にかかる講師謝礼金の支出について
3,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 えの森観察指導・講話にかかる講師謝礼金の支出について
26,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育にかかる講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語教育講師謝礼金の支出について
13,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 放課後補充学習にかかる講師謝礼（１月）の支出について
22,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 和太鼓演奏学習時の講師謝礼の支出について
4,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 茶道体験教室にかかる講師謝礼金（２／６）の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語教育講師謝礼金の支出について
13,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 なわとび運動にかかる講師謝礼金の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 日本語指導にかかる講師謝礼金（１２月）の支出について
21,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 日本語指導にかかる講師謝礼金（１月）の支出について
236,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上皿天秤用分銅他購入の支出について
24,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指用副木　外４点購入の支出について
7,398

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オフィスユニット外購入の支出について
399,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食器用洗剤　外　購入の支出について
63,541

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ご飯食缶外購入の支出について
29,419

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書画カメラ　購入の支出について
440,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 角型鋼外購入の支出について
87,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻鏡　外　購入の支出について
116,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙芝居外購入の支出について
74,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 氏名ゴム印　購入の支出について
7,318

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 へちま棚　外　購入の支出について
62,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 集じん機外購入の支出について
38,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 試験管　外１４点購入の支出について
99,154

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート外購入の支出について
86,769

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 脚立　購入の支出について
11,556

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンター用インクカートリッジ購入の支出について
172,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛扇風機　購入の支出について
37,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルハライドランプ購入の支出について
61,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掛時計　外　購入の支出について
43,214

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 一輪車１６インチ　他購入の支出について
196,745

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外　購入の支出について
12,906

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンター　外　購入の支出について
15,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 講堂舞台袖幕修理の支出について
69,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 サッカーゴール支柱補修の支出について
146,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 教室錠取替の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 自転車修理の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 卒業式礼状送付等伴う郵便切手購入（３／２０）の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律　手数料の支出について
23,652

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
9,828

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕翻訳料の支出について
5,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
13,413

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
21,146

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
7,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
19,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
14,545

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
20,412
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕料の支出について
21,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 トイレ清掃尿石除去業務委託の支出について
81,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 トイレ清掃業務委託の支出について
240,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
86,617

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞会公演業務委託の支出について
280,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ソフト跳び箱購入の支出について
168,102

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル一眼カメラ購入の支出について
75,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 耕うん機　他購入の支出について
89,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「調べ学習の基礎の基礎」外購入の支出について
298,381

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ざんねんないきもの事典」外購入の支出について
5,823

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 学校図書館活用研修会にかかる講師謝礼の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 吹奏楽部への楽器実技指導講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「外国人教育」に関する講話に伴う講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 職業講話にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 性教育講話講師にかかる講師謝礼金の支出について
920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 箏の演奏指導にかかる講師謝礼金の支出について
13,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 性教育講演会にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年生人権教育講話にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 木工教室講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 吹奏楽部への楽器実技指導講師謝礼金の支出について
21,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 課内実践（国際理解教育）にかかる講師謝礼金の支出について
6,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアシート購入の支出について
299,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアオイル購入の支出について
124,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 朱肉外購入の支出について
305,046

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール清掃用除藻剤購入の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スタンド　外　購入の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 力学台車　他購入の支出について
134,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ外購入の支出について
62,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 グランドポイントラバー　外購入の支出について
84,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
145,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外の購入の支出について
36,034

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 進路の手引き（その２）製造の支出について
93,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パイプハンガー外購入の支出について
34,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 木床用フロアオイル購入の支出について
37,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノの調律にかかる手数料の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律費の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫筆耕翻訳料の支出について
33,444

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
31,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成３０年度卒業証書揮毫にかかる筆耕翻訳料の支出について
20,314

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
73,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 展示ケース　購入の支出について
398,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 エンジン付洗浄機　購入の支出について
140,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ミキサー　購入の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 業務用扇風機　購入の支出について
177,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 チューバ　購入の支出について
546,026
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「バレーボール基本と戦術」外購入の支出について
150,974

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「１０代からの哲学図鑑」他　購入の支出について
141,273

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（２月特別授業分）の支出について
107,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 商業科電子商取引授業にかかる講師謝礼金１月分の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（２月分）の支出について
201,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（２月分）の支出について
131,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（２月分）の支出について
201,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 総合学科造形芸術系列講師謝礼金（２月分）の支出について
50,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（２月特別授業分）の支出について
144,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（２月特別授業分）の支出について
144,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（２月特別授業分）の支出について
94,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳　印刷費の支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業アルバム　購入の支出について
28,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 放送機器修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 耐寒マラソン大会実施にかかる施設利用料の支出について
28,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電子マルノコ外購入の支出について
29,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 一輪車２０インチ　購入の支出について
11,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 保健室用ベッド購入の支出について
91,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 絵画作品乾燥棚の支出について
129,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 テープカッター外購入の支出について
14,715

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊誌「ちいさなかがくのとも」５～３月号購入の支出について
4,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 コンクリートブロック他の購入の支出について
59,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ビッグサイエンス（４～３月発行分）外　購入の支出について
15,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 油性塗料外　購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 収集用ゴミ箱　外購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンター外購入の支出について
40,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 階段補修工事の支出について
226,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 トイレ奥シャワー混合水栓取付工事の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書筆耕の支出について
7,722

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書　筆耕料の支出について
1,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書筆耕の支出について
198

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書揮毫料の支出について
6,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育修了証書の揮毫料の支出について
6,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書筆耕料の支出について
4,471

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書筆耕料の支出について
6,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 残土処分にかかる撤去費の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター購入の支出について
73,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 煮沸消毒器購入の支出について
55,998

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 布ガムテープ　外　購入の支出について
71,557

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 プリンタインクカートリッジ　外　購入の支出について
280,233

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 印材外購入の支出について
139,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 レーザーポインター　購入の支出について
12,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 コピー用紙　購入の支出について
3,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 プロジェクタースクリーン外購入の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　購入の支出について
76,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 書画カメラ購入の支出について
218,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 平成３０年度クラブ活動部研究集録印刷の支出について
119,988
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
76,723

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌　初等教育資料（４～３月分）外購入の支出について
13,895

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸型一重食缶外購入の支出について
64,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画インク　外購入の支出について
104,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パーテーション　購入の支出について
78,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 読売新聞購読料（４月～１２月分）の支出について
36,333

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土外の購入の支出について
31,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル外購入の支出について
115,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙の支出について
117,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い石けん　外購入の支出について
53,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス給湯器購入の支出について
59,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク購入の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 みょうばん外購入の支出について
78,533

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 机椅子用脚キャップ購入にかかる経費の支出について
111,434

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗浄消毒液　外　購入の支出について
63,214

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンター　外購入の支出について
94,146

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 会議用椅子購入の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用そうじシート　購入の支出について
14,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札外購入の支出について
52,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料外購入の支出について
20,466

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌　教育技術４～３月号外購入の支出について
74,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習プリント　購入の支出について
31,955

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
148,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール外購入の支出について
132,597

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー体操マット外購入の支出について
103,356

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 床用ワックス　購入の支出について
66,873

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健康教室」外（４～３月号）の支出について
21,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フラットファイル　購入の支出について
29,795

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 生垣剪定用充電式バリカン　購入の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブックカバー外購入の支出について
16,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マット　購入の支出について
69,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラータッグ名札　黄　外　購入の支出について
165,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンター用インクカートリッジ　外３点購入の支出について
154,733

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プラスチック擬木　外　購入の支出について
41,607

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 床ワックス　外購入の支出について
112,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教育心理検査用アンケート用紙購入の支出について
130,205

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
64,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健康教室」外（各４～３月号）購入の支出について
21,183

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 防排煙用受信機バッテリー購入の支出について
35,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食缶　他購入の支出について
152,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨てマスク　外購入の支出について
138,949

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札製造業務請負の支出について
12,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スタンプ台　外購入の支出について
60,635

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外購入の支出について
26,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 平均台　外　購入の支出について
140,157

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 読売新聞購読料（４～１２月分）の支出について
36,333

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機購入の支出について
14,904
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プログラミングロボット　外　購入の支出について
172,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル板外購入の支出について
37,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水切りカゴ　外　購入の支出について
275,622

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 注意標識　外　購入の支出について
44,582

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
58,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル　外　購入の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス購入の支出について
24,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 跳箱リペアセット　外　購入の支出について
49,302

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 吊り下げ名札　外　購入の支出について
60,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ボール外購入の支出について
69,404

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レールクリヤーホルダー外購入の支出について
319,899

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 定期刊行物「健康教室」（４月～３月号）購入の支出について
11,556

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消火器　外　購入の支出について
27,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン購入の支出について
257,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 回転フック　他　購入の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 モップハンドルホルダー外購入の支出について
25,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版印刷機原紙　購入の支出について
262,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サーモテープ　外　購入の支出について
74,044

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙の購入の支出について
342,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
136,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 新入生ゴム印　購入の支出について
8,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札　外　購入の支出について
38,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 校章入り児童用名札の製造の支出について
40,953

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管の購入の支出について
36,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
77,695

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童氏名ゴム印　購入の支出について
5,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式マルノコ　他購入の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 読売新聞購読料（４月～１２月分）の支出について
36,333

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自転車購入の支出について
77,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フラットファイル　外購入の支出について
34,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナー　購入の支出について
144,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 両面テープ　外　購入の支出について
23,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フードプロセッサー　購入の支出について
14,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール外購入の支出について
90,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 殺菌消毒剤　外　購入の支出について
48,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドウッドブロック　外　購入の支出について
77,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
58,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトペン用替チップ　他　購入の支出について
92,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チョーク　外　購入の支出について
110,505

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ろうそく他購入の支出について
45,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マスク　外　購入の支出について
84,769

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 嘔吐処理パウダー外購入の支出について
95,477

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　他　購入の支出について
209,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 速乾性手指消毒剤購入の支出について
21,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机椅子購入の支出について
117,018

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プログラミングロボット　外購入の支出について
64,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
88,533
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
47,946

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スクリーン衝立　外購入の支出について
63,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ファイル　購入の支出について
74,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パン箱　購入の支出について
28,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バッテリー購入の支出について
33,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札外購入の支出について
55,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管外購入の支出について
107,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
76,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デスクワゴン　購入の支出について
37,389

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
54,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ランチルーム用イス　購入の支出について
78,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置ブレーカー補修工事の支出について
85,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 西・北校舎２・３階廊下壁面等塗装補修工事の支出について
199,795

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 防球ネット操作ロープ補修工事の支出について
56,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 照明器具取替補修工事の支出について
39,987

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス補修工事の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 南通用門土間タイル破損部補修工事の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機の修理の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外冷蔵庫　修理の支出について
35,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 講堂放送システム修理の支出について
160,434

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
28,263

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 消毒保管庫修理の支出について
67,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 調理用フードスライサー補修の支出について
32,378

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ボイラー修理の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室焼物機修理の支出について
48,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 指導用オルガン修理の支出について
12,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 とび箱修理の支出について
36,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜　修理の支出について
2,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜　修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外冷蔵庫修理の支出について
42,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室遠赤ヒーター修理の支出について
259,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室回転釜修理の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
20,077

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器消毒保管庫　修理の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 断裁機の修理の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 衣類乾燥機回収料およびリサイクル料の支出について
2,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビ　家電リサイクル料　外の支出について
4,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノの調律手数料の支出について
17,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノの調律の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
35,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 衣類乾燥機回収料およびリサイクル料の支出について
1,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
17,280
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノの調律の支出について
15,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノの調律にかかる手数料の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ外調律手数料の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
15,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビ　家電リサイクル料　外の支出について
8,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 日本漢字能力検定検定料の支出について
3,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律　手数料の支出について
21,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
8,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
13,543

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕翻訳料の支出について
8,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕料の支出について
21,546

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料（追加分）の支出について
950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書にかかる筆耕翻訳料の支出について
15,811

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
20,638

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
21,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
9,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書の揮毫料の支出について
23,645

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕料の支出について
7,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかる翻訳筆耕料の支出について
5,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
17,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
10,951

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書の筆耕料の支出について
17,463

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成３０年度卒業証書筆耕翻訳料の支出について
20,979

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕料の支出について
15,555

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕翻訳料の支出について
16,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫にかかる翻訳筆耕料の支出について
23,436

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成３０年度　卒業証書揮毫の支出について
4,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料にかかる経費の支出について
4,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
18,295

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
9,849

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
14,335

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕翻訳料の支出について
17,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕料の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
86,659

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃業務委託の支出について
63,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 講堂樹脂ワックス掛け業務委託の支出について
58,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学力調査業務委託の支出について
213,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
91,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
32,902

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
47,559

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 側溝会所排水管清掃業務委託の支出について
230,536
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木剪定作業業務委託の支出について
299,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
37,038

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 砂場消毒業務委託の支出について
128,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
44,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 運動場側溝等清掃業務委託の支出について
212,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎全館窓清掃業務委託料の支出について
98,461

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
93,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 裁断機購入の支出について
356,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 エアコン　購入の支出について
89,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー購入の支出について
83,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 丸型一重食缶外購入の支出について
82,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子オルガン　購入の支出について
177,617

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スタッキングカート購入の支出について
96,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 読書コーナー用ベンチ購入の支出について
231,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー購入の支出について
67,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 裁断機購入の支出について
355,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 会議用机購入の支出について
86,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー　購入の支出について
67,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プログラミングロボット　外　購入の支出について
113,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ひな段単品ユニット購入の支出について
151,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 シュレッダー購入の支出について
164,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 裁断機　購入の支出について
356,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 裁断機購入の支出について
392,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オージオメータ購入の支出について
123,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テント購入の支出について
232,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 アクリル板外購入の支出について
81,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 三槽シンク購入の支出について
317,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ホームビデオカメラ　購入の支出について
43,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ＨＤＭＩケーブル　外　購入の支出について
302,218

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書調べ学習の基礎の基礎外購入の支出について
327,045

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「よくわかる人工知能」外購入の支出について
285,167

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「超！図解戦国武将事典」他購入の支出について
295,235

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「こんなにある未来の暮らし」外購入の支出について
327,457

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「似ていることば」外　購入の支出について
327,894

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「よくわかる人工知能」他購入の支出について
319,205

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「アルゴリズムえほん」他の購入の支出について
315,606

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用「改訂版調べ学習の基礎の基礎」他の購入の支出について
325,797

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「世界えじてん」外　購入の支出について
168,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 学校図書館用図書「バナナじけん」他　購入の支出について
283,735

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「世界不思議地図」外購入の支出について
307,279

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「情報モラル」外購入の支出について
299,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「よくわかる人工知能」外購入の支出について
318,818

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
53,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ファイル用インデックス外の購入の支出について
55,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール　外　購入の支出について
122,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健」年間購読料（４月号～３月号）の支出について
9,527
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外購入の支出について
98,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 エンドレスペーパーベルト外購入の支出について
88,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 製氷機の購入の支出について
44,453

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 力学台車　外　購入の支出について
106,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トレーニング用ラダー　外　購入の支出について
32,643

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンタ　購入の支出について
66,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土　購入の支出について
13,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 衣類乾燥機　購入の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土　外購入の支出について
6,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 彫刻刀　外の購入の支出について
94,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 図書館用ＰＣソフト「スクールプロ」購入の支出について
86,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アルミガーゼ外購入の支出について
82,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フェルト購入の支出について
15,978

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「教育音楽」（４～３月号）外　購入の支出について
27,622

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 木部用ワックス　外購入の支出について
42,386

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ランチョンマット　外購入の支出について
167,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健」（４～３月号）外　購入の支出について
16,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 はんだ吸取器外購入の支出について
107,606

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳　製造の支出について
68,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テレビ　外購入の支出について
85,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスヒーポン修理用部品購入の支出について
109,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健」（４月～３月号）購読料の支出について
10,074

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外　購入の支出について
61,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム印作成の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ外購入の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 顕微鏡の購入の支出について
336,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石鹸　外購入の支出について
27,799

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電子式直線ミシン　購入の支出について
142,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外　購入の支出について
31,698

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「Ｎｅｗｔｏｎ」（７～３月号）　外　購入の支出について
27,865

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアオイル購入の支出について
45,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン用石灰購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スポーツカウンター用スタンド外購入の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機マスター購入の支出について
66,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スチールラック　購入の支出について
39,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健」（４月～３月号）の購入の支出について
9,666

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ピクチャーカード　購入の支出について
74,094

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル外購入の支出について
3,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 新入生用名札製造の支出について
17,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スキンクロージャー、他購入の支出について
26,883

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 公立高等学校紹介印刷の支出について
58,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館フロア補修工事の支出について
199,476

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 渡り廊下樋補修工事の支出について
185,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 グランドピアノ調律手数料及び修理の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 フルート　外の修理の支出について
77,760
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 特別教室　扉鍵交換修理の支出について
106,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 フルート　修理の支出について
111,618

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 暗幕修理の支出について
160,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 テナーサックスほか修理の支出について
53,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機　修理の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路関係書類にかかる郵送料（３／２０）の支出について
50,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料及び修理の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
26,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
33,966

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
32,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ　他調律の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律処理手数料の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
17,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
19,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律　手数料の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律処理手数料の支出について
29,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕料の支出について
16,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
14,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
19,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕揮毫料の支出について
11,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成３０年度卒業証書筆耕翻訳料の支出について
17,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕料の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
21,772

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
29,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
25,099

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃　業務委託の支出について
99,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃業務委託の支出について
61,539

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
102,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
63,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 マグネット対応展示板購入の支出について
119,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 フラップテーブルの購入の支出について
244,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テレビ　外購入の支出について
151,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ＨＤＭＩケーブル外購入の支出について
61,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 フットライト外購入の支出について
106,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 エアコンプレッサー　外の購入の支出について
140,436

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 演台カバー　購入の支出について
162,729

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ディスプレイ　購入の支出について
384,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター外購入の支出について
257,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 回転書架購入の支出について
236,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポーツカウンター用スタンド外購入の支出について
216,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「寿命図鑑」外購入の支出について
174,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「気をつけよう情報モラル」外購入の支出について
159,761

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書　ロボットが家にやってきたら…　他　購入の支出について
192,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「くらべる値段」外購入の支出について
192,009

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　購入の支出について
191,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「百均造形」外　の購入の支出について
38,082

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ルールとマナー」外購入の支出について
362,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 三つ手チリトリ他購入の支出について
52,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパーシスボックス　外　購入の支出について
50,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ修繕部品購入の支出について
83,829

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 害虫駆除剤外購入の支出について
58,377

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業アルバム　購入の支出について
11,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 環境推進トナー　ほか　購入の支出について
139,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 平成３０年度卒業アルバム購入の支出について
23,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書の購入の支出について
84,652

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式次第の印刷の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 電話回線補修工事の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 緞帳補修工事外の支出について
137,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 チャイム放送設備修理の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 挨拶状送付に伴うハガキ購入（３／２０）の支出について
12,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 包丁の研ぎの支出について
17,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
58,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 コードリール　外購入の支出について
12,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電動ドライバ購入の支出について
15,028

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 厨房用ボール　外購入の支出について
43,485

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 だるま落とし外購入の支出について
8,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 洗濯機１台外購入の支出について
50,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 脚付片面ホワイトボード購入の支出について
13,001

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 譜面台　購入の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール用受水槽定水位弁補修工事の支出について
313,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂避難口誘導灯補修工事の支出について
55,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂舞台上照明器具補修工事の支出について
266,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室給湯管漏水補修工事の支出について
220,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室給湯管漏水補修工事の支出について
105,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西館土間補修工事の支出について
172,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 飲料用受水槽漏水修理の支出について
44,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 保健室照明器具取替補修工事の支出について
141,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ３階東資料室照明修繕工事の支出について
138,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス破損補修工事の支出について
77,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ゴミ置き場用給水管漏水緊急補修工事の支出について
637,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 図書室照明器具補修工事の支出について
114,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールテント張替補修工事の支出について
203,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室下処理室２槽シンク排水管漏水修理の支出について
69,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 格技室非常警報器　外　取替工事の支出について
113,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 化粧台照明取替補修工事の支出について
313,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校舎トイレブース補修工事の支出について
246,240
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替工事の支出について
10,594

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 池行止水栓その他漏水補修工事の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 トイレフラッシュバルブ補修工事の支出について
248,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館天井漏水補修工事の支出について
140,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関門扉電気錠補修工事の支出について
118,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校長室照明器具取替工事の支出について
184,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置修理の支出について
228,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 新東館１階トイレの詰り修繕の支出について
34,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館玄関天井補修工事の支出について
993,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール下ピロティ床面補修工事の支出について
358,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 廃棄文書溶解処理業務委託の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 図工室改修工事の支出について
927,801

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 給食室用衣類乾燥機　購入にかかる経費の支出について
52,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 逆上がり補助板　購入の支出について
52,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 フードスライサー置き台２槽シンク　購入の支出について
265,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 閲覧机購入の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 低音オルガンの購入の支出について
126,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 デスクトップパソコン　購入の支出について
104,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ購入の支出について
199,962

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 インクジェット複合機　購入の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 折り紙購入の支出について
2,767

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 いちご苗外の購入の支出について
8,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育教材の購入の支出について
18,794

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 プラスチックかご　購入の支出について
3,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 おりがみ　外購入の支出について
46,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
24,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本もこちゃん５～３月号年間購読料の支出について
3,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 　月刊絵本　購読料の支出について
9,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
20,386

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
3,756

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本「こどもとしぜん」の購読の支出について
9,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 　月間絵本「ピコロ」他　５月号～３月号購入の支出について
19,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
2,257

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本こどもセレクション５～３月号年間購読料の支出について
4,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 メッキテープ外の購入の支出について
58,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 　月間絵本「ちいさなかがくのとも」購入の支出について
4,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
3,942

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ３２型液晶テレビ　購入の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 　月刊誌「幼児教育じほう」４月号～３月号購入の支出について
4,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 　月刊誌「ほけんニュース」４月号～３月号購入の支出について
7,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 プラスチックかご　購入の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 鉛筆　外　購入の支出について
50,447

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 出席ブック　外購入の支出について
43,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
2,567

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 タイベックス紙の購入の支出について
9,801

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
2,583

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 培養土外の購入の支出について
60,480
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　光熱水費 ガス使用料（２月分）　　　　　　　　　　の支出について
2,270,042

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 テラス上テント張替え工事の支出について
237,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書筆耕の支出について
8,553

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書の筆耕の支出について
8,359

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 平成３０年度保育証書筆耕の支出について
5,443

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書筆耕の支出について
9,914

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育終了証書筆耕料の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
6,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書名入れの支出について
15,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書筆耕翻訳料の支出について
5,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 シュレッダー購入の支出について
92,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 がんばる先生支援グループ研究Ｂ公開授業講師謝礼の支出について
43,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 書画カメラ　購入の支出について
90,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル　外　購入の支出について
26,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 鉛筆　外　購入の支出について
44,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
18,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 マグネットホワイトボードシート　購入の支出について
35,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
158,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 コピー用紙購入の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外の購入の支出について
104,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
133,174

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 絵本・図鑑の購入のための支出について
60,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
3,834

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 茶道体験講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 三西クラブ体験教室にかかる講師謝礼金の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 三西クラブ体験教室にかかる講師謝礼金の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 やはたやイングリッシュデイにかかる外国人講師料の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国人教育にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「国際理解教育」実施に伴う講師謝礼金の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国文化体験にかかる講師謝礼金の支出について
13,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 昔道具体験にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 出前授業「ねぎぼうず」にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 昔道具体験にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国人教育にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国人教育にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ５年林業体験にかかる講師謝礼の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 七輪体験　講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 やはたやイングリッシュデイにかかる外国人講師料の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 昔遊び体験　講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 児童への盲導犬学習における講師謝礼金の支出について
10,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域学習にかかる講師謝礼金の支出について
7,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 リズムジャンプ研修会にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 読み聞かせの会にかかる講師謝礼金の支出について
25,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん特別授業にかかる講師謝礼金の支出について
3,341

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 やはたやイングリッシュデイにかかる外国人講師料の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国語学習にかかる講師謝礼金の支出について
74,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ６年　プラネタリウム学習指導にかかる講師謝礼の支出について
22,100
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 三西クラブ体験教室にかかる講師謝礼金の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 三西クラブ体験教室にかかる講師謝礼金の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 昔遊び体験講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 出前授業にかかる講師謝礼金の支出について
17,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ユメパーク　サッカー巡回指導の講師謝礼金の支出について
36,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 出前授業にかかる講師謝礼（２／８）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年生・４年生そろばん指導　講師謝礼代の支出について
9,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 七輪体験　講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 三西クラブ体験教室にかかる講師謝礼金の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 スクールカウンセラー謝礼金の支出について
229,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「共生社会をつくるために」講師謝礼２／４の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年音楽授業にかかる講師謝礼金の支出について
91,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 語りの会　講師謝礼の支出について
9,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 やはたやイングリッシュデイにかかる外国人講師料の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 やはたやイングリッシュデイにかかる外国人講師料の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 絵本読み聞かせにかかる講師謝礼金の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 やはたやイングリッシュデイにかかる外国人講師料の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん教室にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ６年　プラネタリウム学習指導にかかる講師謝礼の支出について
11,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 やはたやイングリッシュデイにかかる外国人講師料の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
63,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色ケント紙外購入の支出について
122,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
24,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鍋　外　購入の支出について
128,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カッターマット　外購入の支出について
48,955

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書道用半紙　外購入の支出について
106,103

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス検知管外の購入の支出について
114,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 耐水合板　購入の支出について
34,214

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 屋内用マット購入の支出について
25,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土外購入の支出について
160,255

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 工作マット　購入の支出について
42,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 打楽器セット購入の支出について
42,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 原稿用紙　他購入の支出について
105,559

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 舞台サイド幕購入の支出について
82,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジオ　購入の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 読売新聞購読料（４月～１２月分）の支出について
36,333

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰロープ　外購入の支出について
7,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
6,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
126,522

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食白衣セット　購入の支出について
109,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 板目表紙購入の支出について
3,715

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
65,394

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
508,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂ワックス　外　購入の支出について
100,958
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
191,569

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
177,498

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
12,917

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機インク　外　購入の支出について
219,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
85,773

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ　購入の支出について
183,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
2,257

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
1,069,915

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ひしゃく他　購入の支出について
41,747

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
906,399

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フラットファイル　外　購入の支出について
71,044

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外購入の支出について
98,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
17,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外　購入にかかる経費の支出について
263,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外　購入の支出について
11,265

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ボールかごの購入の支出について
22,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡声器　購入の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ティッシュペーパー外購入の支出について
14,642

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用原紙購入の支出について
399,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 業務用耐熱手袋外購入の支出について
5,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外　購入の支出について
19,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉄棒補助パット外購入の支出について
123,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
65,862

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
30,682

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
275,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
3,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 傘立て購入の支出について
37,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 絆創膏外購入の支出について
140,191

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーレーザープリンター用イメージドラム購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健康教室」外（４～３月号）購読料の支出について
79,134

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
6,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
260,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札の製造の支出について
75,124

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーゴール用ペグ　外　購入の支出について
46,353

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鋳物コンロの購入の支出について
27,108

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌　健康教室（４～３月分及び増刊号）購読料の支出について
12,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 おしぼりタオル　外購入の支出について
63,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体育館用樹脂ワックス購入の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 保健室用絵本ドラえもんのポケット外購入の支出について
4,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ネームプレート他購入の支出について
53,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
32,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土外購入の支出について
183,758

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札購入の支出について
48,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 グローブ外購入の支出について
72,414

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導用インデックス付九九カード　外　購入の支出について
87,557

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグシート　外　購入の支出について
230,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
28,026
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジ外購入の支出について
48,676

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
157,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
178,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 移動式黒板　購入の支出について
105,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ　購入の支出について
16,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
198,693

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水銀灯外購入の支出について
87,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーＰＰＣ用紙　外　購入の支出について
46,332

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札　外　購入の支出について
58,482

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
627,102

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
25,596

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札外購入の支出について
52,743

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 多機能ボールペン購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトラインドッジボール　外　購入の支出について
71,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
224,295

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂マット他購入の支出について
174,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管　外　購入の支出について
139,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ボールかご　外購入の支出について
70,713

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 卓上木琴　購入の支出について
150,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル他購入の支出について
137,635

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
258,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ付ラジカセ他購入にかかる経費の支出について
96,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインテープ　外　購入の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札購入の支出について
65,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外　購入の支出について
1,945,913

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ外購入の支出について
73,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童氏名ゴム印　購入の支出について
6,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土外購入の支出について
72,205

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 段ボール外購入の支出について
57,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　外　購入の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（２学期）印刷の支出について
40,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（２月分）　　　　　　　　　　の支出について
85,984,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 渡り廊下床外補修工事の支出について
116,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室シンク漏水補修工事の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替え工事の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室水栓補修工事の支出について
58,671

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
77,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン修理の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室回転窯修理の支出について
38,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 鉄棒　外修理の支出について
236,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 出退勤提示装置修理の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　回転釜　修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
54,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 衣類乾燥機他収集運搬料・リサイクル料の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 衣類乾燥機他収集運搬料・リサイクル料の支出について
6,156
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
19,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
24,732

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
19,494

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,596

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書にかかる筆耕翻訳料の支出について
10,497

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
13,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書毫料の支出について
15,649

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫の支出について
7,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
11,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕の支出について
4,665

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
12,106

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務の支出について
10,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成３０年度卒業証書揮毫業務の支出について
15,746

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕料の支出について
9,914

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
31,071

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
4,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書　筆耕の支出について
22,982

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
10,454

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕翻訳料の支出について
10,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕業務委託の支出について
24,805

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
10,523

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕料の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
22,332

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕料の支出について
23,598

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫の支出について
9,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
18,165

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
6,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕料の支出について
10,281

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕料の支出について
17,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕の支出について
12,517

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃にかかる業務委託の支出について
93,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
31,015

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 廊下階段清掃業務委託の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 玄関花壇整備の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 観点別学力到達度診断　業務委託の支出について
49,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 トイレ尿石除去業務委託の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 講堂ワックスがけ及び洗浄業務委託の支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
95,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子黒板機能付液晶プロジェクター購入の支出について
306,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー　購入の支出について
67,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ＣＤ付ラジカセ他購入にかかる経費の支出について
141,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー購入の支出について
67,716
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 児童用書架　購入の支出について
196,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 裁断機購入の支出について
368,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 拡声器　購入の支出について
110,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 拡声器　購入の支出について
881,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 シューズボックス　購入の支出について
94,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 裁断機　購入の支出について
368,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 洗濯機購入の支出について
64,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 業務用耐熱手袋外購入の支出について
103,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子オルガン　購入の支出について
367,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　「こども「学問のすすめ」」外購入の支出について
339,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「からだはすごいよ！」外購入の支出について
43,374

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「くらべる値段」外購入の支出について
331,003

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書購入の支出について
325,329

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「地球のクイズ図鑑」外購入の支出について
273,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「はじめてのＡＩ」外　購入の支出について
269,321

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　購入の支出について
314,723

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「火の鳥」外購入の支出について
36,014

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書購入の支出について
337,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「宇宙のひみつがわかる本」外購入の支出について
41,142

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「気をつけよう！情報モラル」外購入の支出について
334,791

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書購入の支出について
339,161

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　調べ学習の基礎の基礎外購入の支出について
297,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用「改定版調べ学習の基礎の基礎」外の支出について
344,937

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 進路講演会にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 読み語り活動実技講習会講師謝礼金の支出について
9,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 在日外国人教育講師謝礼の支出について
5,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年生国際理解教育の出張授業に係る講師謝礼金の支出について
13,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 人権教育研修にかかる講師謝礼の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 読み語り活動実技講習会講師謝礼金の支出について
9,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 進路講演会にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 進路講演会にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「いのちの教育出前授業」にかかる講師謝礼金の支出について
14,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「人権教育講習会」にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「人権教育講習会」にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マリンバ用マレット　外　購入の支出について
55,134

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冷湿布　外　購入の支出について
90,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ　外　購入の支出について
17,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鳥よけネット　外　購入の支出について
52,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスファンヒーター購入の支出について
44,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 歯鏡　外　購入の支出について
61,149

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 窓飾用ステンド購入の支出について
3,859

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ　購入の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 拡声器　購入の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 時間割作成ソフト　購入の支出について
107,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バランスクッション外の購入の支出について
10,827

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コルクシート　購入の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
151,200
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
553,014

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 穴あけパンチ外購入の支出について
19,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 彫刻刀　外　購入の支出について
230,327

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアファイル　外　購入の支出について
57,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 瞬間湯沸かし器購入の支出について
78,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 組み合わせテーブル　購入の支出について
139,998

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
37,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外　購入の支出について
732,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
383,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
24,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
27,086

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式クリーナ、他購入の支出について
33,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 くりかえしタイマー　の購入の支出について
51,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック外購入の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール、他購入の支出について
82,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛け扇風機　購入の支出について
73,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
82,447

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
18,817

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
41,817

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
721,353

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ　購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 給食白衣セット　購入の支出について
11,124

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
86,724

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外　購入の支出について
18,943

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
12,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
172,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
84,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
129,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
82,637

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 研磨剤　外購入の支出について
375,518

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 箒スペア　外　購入の支出について
79,542

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰の購入の支出について
37,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
30,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアーケース（Ｂ４サイズ）の購入の支出について
80,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電源装置　外　購入の支出について
114,242

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
37,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 食器用洗剤外購入の支出について
37,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック外購入の支出について
171,828

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 室名札　外　購入の支出について
42,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 移動式黒板　購入の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式次第印刷の支出について
40,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（２月分）　　　　　　　　　　の支出について
31,975,651

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 クラブ倉庫手すり及び面格子塗装工事の支出について
189,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館ガス栓取替工事の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 男子トイレパイプシャフト内排管水漏れ補修工事の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 クラリネット修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電話機修理の支出について
30,240
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
27,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 トランペット　外　修理の支出について
30,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 男子便所小便器センサー不良修理の支出について
212,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 フルート外の修理の支出について
120,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 私立・府立高校宛３年生抄本等郵送料（３／２２）の支出について
51,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
21,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
15,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ他調律にかかる手数料の支出について
46,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ外調律の支出について
26,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
22,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ（３台）の調律の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕翻訳料の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕料の支出について
29,343

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
23,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫の支出について
24,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕料の支出について
17,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成３０年度卒業証書揮毫料の支出について
17,582

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 体育館床面ワックス掛け業務委託の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎排水管等清掃業務委託の支出について
243,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 穴あけパンチ外購入の支出について
330,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「君と１００回目の恋」外購入の支出について
206,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書購入の支出について
174,145

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用「はじめての研究レポート作成術」外購入の支出について
190,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「１３歳からの絵本ガイド」外購入の支出について
189,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書購入の支出について
171,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書『図解でわかる１４歳…』外購入の支出について
189,141

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ぎゅぎゅっとインド」外　購入の支出について
180,969

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書『近松よろず始末処』ほか購入の支出について
157,446

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 診察用回転椅子　外　購入の支出について
55,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
22,537

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 キャスターテーブル購入の支出について
328,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
1,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
73,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
6,771

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
28,026

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
63,709

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
18,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ユニット式卓上アンプ外購入の支出について
99,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 モノクロレーザープリンター購入の支出について
39,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 乾燥機スタンド外購入の支出について
90,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 平成３１年度入学のしおり外の印刷製本の支出について
39,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ファックス用トナーカートリッジ他購入の支出について
71,085

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
40,772
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタ用トナーカートリッジ他購入の支出について
94,154

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり散布機の購入の支出について
67,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳印刷の支出について
120,204

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 照明ライト他購入の支出について
60,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
24,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業アルバム　購入の支出について
36,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 英語科用図書購入の支出について
152,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
15,206

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外　購入の支出について
174,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 分別リサイクルペール購入の支出について
67,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 「平成３０年度　卒業アルバム」購入の支出について
25,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 平成３１年度入学のしおり外の印刷製本の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 図書館誌印刷の支出について
89,586

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（２月分）　　　　　　　　　　の支出について
11,350,865

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 洗面器排水管詰り及び洋式便器修繕工事の支出について
50,436

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 ウォータークーラー修理の支出について
35,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 ミシン点検調整手数料の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 グランド使用料２月使用分（３月２５日）の支出について
36,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ユニット式卓上アンプ外購入の支出について
73,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ガス立体自動炊飯器　購入の支出について
240,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 視聴覚機器　接続用ノート型パソコン購入の支出について
163,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 トレッドミル購入の支出について
337,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 乾燥機スタンド外購入の支出について
58,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 勾玉テーブル　購入の支出について
550,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「本を出したい人の教科書」他購入の支出について
186,294

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「あめだま」外　購入の支出について
170,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ビート板購入の支出について
9,596

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掛時計購入の支出について
14,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ステップレス・敷居スロープ購入の支出について
38,556

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 拡声器　購入の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館外部パラペット補修工事の支出について
979,236

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館メタルハライドランプ取替工事の支出について
226,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 電気式空調装置補修工事の支出について
101,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ＣＢ壁改修・移設に伴う既配管配線撤去補修工事の支出について
799,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
5,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 扉及び鍵の補修工事の支出について
145,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 管理作業員室混合栓取替工事の支出について
40,705

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南館給水管漏水補修工事の支出について
154,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 自動火災報知器取替設置工事の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館屋上防水塩ビシート雨漏り補修工事の支出について
170,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館ガス栓補修工事の支出について
28,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 理科室給水管漏水補修工事の支出について
156,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールろか装置フィルター取換工事の支出について
164,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂兼体育館内舞台吊物補修工事の支出について
82,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 機械科工場窓サッシ周り他漏水補修工事の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋上プールテント張替工事の支出について
281,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 美術室プロジェクター　取付工事の支出について
111,240



平成30年度（平成31年３月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 小便器自動センサ取付工事の支出について
173,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 授業用プロジェクター設置工事の支出について
356,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 綱引き用ロープ　外の購入の支出について
276,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 事務用チェアー購入の支出について
36,979

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 書画カメラ　購入の支出について
39,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 折りたたみ式ベッド収納庫　購入の支出について
181,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 エンジン噴霧器購入の支出について
104,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 拡声器　購入の支出について
110,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 更衣ロッカー購入の支出について
65,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ブースター　購入の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ホッピング　購入の支出について
15,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 レーザープリンター用トナーカートリッジ購入の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 長鉢　外　購入の支出について
73,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 保育証台帳外の購入の支出について
30,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 レースカーテン購入の支出について
167,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 塗料ほかの購入の支出について
89,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 フラットファイルの購入の支出について
15,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊誌「プリン」（４～３月分）他の購入の支出について
37,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊誌（４～３月分）他の購入の支出について
18,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 絵本整理用ボックス購入の支出について
3,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 自転車の購入の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 トイレ便器漏水修繕工事の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書揮毫料　の支出について
8,942

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書筆耕料の支出について
7,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書筆耕翻訳料の支出について
4,665

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育修了証書揮毫料の支出について
5,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書揮毫業務にかかる筆耕料の支出について
6,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書　筆耕料の支出について
4,082

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 ノートパソコンの購入の支出について
140,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 製本機表紙カバー外購入の支出について
246,289

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ホワイトボードマーカー　購入の支出について
4,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 プログラミングロボット購入の支出について
170,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 指導用書籍「子どもと創る」外購入の支出について
47,253

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 コピー用紙購入の支出について
2,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 教室用図書「３びきのくま」外購入の支出について
230,913

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
153,002

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 教材用ＤＶＤ　他　購入の支出について
85,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル　外　購入の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 色上質紙　外　購入の支出について
91,854

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「１４歳の世渡り術　他」購入の支出について
93,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジの支出について
64,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用マスター　外　購入の支出について
99,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ外購入の支出について
46,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
13,413

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 練り朱肉　外　購入の支出について
104,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プラ板他購入の支出について
51,810
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 えんぴつ削り　外購入の支出について
130,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科実験機器　電熱線の発熱実験器外購入の支出について
81,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
274,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子ホイッスル　外　購入の支出について
205,146

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式マルノコ外購入の支出について
59,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 誘導灯バッテリー他購入にかかる経費の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＩＣレコーダー　外　購入の支出について
103,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土のう袋　外　購入の支出について
40,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー　外　購入の支出について
27,108

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 材木　外購入の支出について
17,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カウベル外購入の支出について
109,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 作文指導用黒板外購入の支出について
90,213

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札　外　購入の支出について
49,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　他購入の支出について
80,793

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 胴縁外購入の支出について
334,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外　購入の支出について
149,806

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート外購入の支出について
65,829

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 安全長靴　外　購入の支出について
13,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歯の保存液外購入の支出について
91,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 吊り下げ名札外購入の支出について
178,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル　他購入の支出について
19,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 琴移動台作成用パイプ外購入の支出について
38,037

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 音声翻訳機　購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 立体の展開説明模型外購入の支出について
255,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子楽器専用ヘッドフォン外購入の支出について
119,577

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 団体用長なわ外購入の支出について
60,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポールヘッジトリマ　外　購入の支出について
61,182

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアマット　購入の支出について
27,756

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バッテリー外の購入の支出について
77,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルミホテルパン（１０枚）購入の支出について
62,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルハライドランプ外購入の支出について
141,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 敷き布団外購入の支出について
9,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 四線黒板外購入の支出について
134,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸型水そう外購入の支出について
40,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドッジボール　外購入の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機インク・マスター購入の支出について
210,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゲームベスト　購入の支出について
37,476

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札他９点購入の支出について
88,294

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンマードリル外購入の支出について
49,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂ワックス　購入の支出について
46,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ外購入の支出について
253,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机　外１点購入の支出について
170,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドッジボール外購入の支出について
78,073

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 三脚購入の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掛時計購入の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ベニヤ板　外　購入の支出について
17,442

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーマグネット外購入の支出について
169,110



平成30年度（平成31年３月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タワシ外の購入の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 けん玉　外　購入の支出について
102,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タイルカーペット外購入の支出について
144,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 　　　グロッケン　外　購入の支出について
46,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨てマスク外購入の支出について
29,754

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コーヒーメーカー　外購入の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
208,815

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知表用クリアファイル外購入の支出について
51,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体育館入口用吸水マット購入にかかる経費の支出について
53,028

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン外購入の支出について
63,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ウッドブロック外購入の支出について
269,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙の購入の支出について
274,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 表示パネル　外　購入の支出について
182,682

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブラインド　外　購入の支出について
127,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジ　外　購入の支出について
145,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 座位安定クッション兼防災頭巾　購入の支出について
312,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポイントマーカー　外　購入の支出について
94,365

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 尿石付着予防剤　の　購入の支出について
69,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
164,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　外購入の支出について
75,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ダブルクリップ外購入の支出について
40,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外購入の支出について
202,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール　外購入の支出について
263,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルライター　　購入の支出について
11,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 高圧洗浄機　購入の支出について
58,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙棚　外の購入の支出について
274,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク外購入の支出について
43,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 台車　外　購入の支出について
18,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ダブルクリップ外の購入の支出について
179,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オルガンカバー　購入の支出について
19,818

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　他購入の支出について
141,489

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
107,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタトナー外購入の支出について
58,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ベニヤ板　外購入の支出について
83,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札購入の支出について
68,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブックエンド外購入の支出について
293,706

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 絵入りひらがな表　外　購入の支出について
131,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 毎日小学生新聞購読料（６月～２月）の支出について
61,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 網戸　購入の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 グランドポイント　外購入の支出について
128,169

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土　他　購入の支出について
262,474

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 床用ワックス外購入の支出について
46,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電動裁断機用替刃セット購入の支出について
33,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナー外購入の支出について
148,267

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童氏名ゴム印購入の支出について
15,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジオ購入の支出について
35,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
213,073
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土　購入の支出について
56,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルハライドランプ購入の支出について
155,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤプレーヤー　購入の支出について
31,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機インク　外　購入の支出について
101,066

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ購入の支出について
79,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ニス外購入の支出について
23,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バレン　外購入の支出について
157,835

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札外購入の支出について
38,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 握力計購入の支出について
63,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソープネット他購入にかかる経費の支出について
35,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリップファイル　外購入の支出について
137,478

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マレット　外　購入の支出について
32,724

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリアンサ　苗　購入の支出について
28,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
87,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童名札製造の支出について
106,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
162,723

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤデッキ　外　購入の支出について
80,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 耐熱抗菌まな板外購入の支出について
80,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 高圧洗浄機外購入の支出について
112,708

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙外　購入の支出について
26,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 授業用電卓　外　購入の支出について
128,982

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤプレーヤー　購入の支出について
32,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液晶テレビ　外　購入の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙の購入の支出について
36,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナー外購入の支出について
10,333

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドッジボール他購入の支出について
100,818

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
103,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用図書「ワイズブラウンの詩」外購入の支出について
118,455

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光灯　購入の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 保護メガネ　他購入の支出について
47,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 けん玉　外　購入の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書　外購入の支出について
30,703

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ティーボール外購入の支出について
38,108

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掛け時計　外の購入の支出について
86,545

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ファインウレタン外の購入の支出について
94,878

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外購入の支出について
37,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 包丁外購入の支出について
64,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 縄跳び用練習台（小）外購入の支出について
36,423

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビート板外の購入の支出について
312,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラープリンタ用トナー購入の支出について
41,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 縄跳び用練習台（小）外購入の支出について
46,602

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアーシート購入の支出について
158,436

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
120,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー体操マット購入の支出について
239,997

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 おりがみ外購入の支出について
110,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアーファイル　外購入の支出について
42,455

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用マスター購入の支出について
57,801
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要の印刷・製本の支出について
141,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞３学期外印刷の支出について
60,393

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷代の支出について
34,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷製本の支出について
105,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校内破損ガラス入替補修工事の支出について
14,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 床補修工事の支出について
133,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 階段タイル補修工事の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 オートロック修繕工事の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 北館２階　男子トイレ扉補修工事の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 渡り廊下屋根補修工事の支出について
113,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 トイレ漏水補修工事　請負の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育倉庫シャッター補修工事の支出について
226,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 観察池排水管漏水修繕・雨樋詰り通管工事の支出について
92,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス入替工事の支出について
4,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 照明交換補修工事の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 図工室洗い場詰り管通工事の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 身障者トイレブース補修工事の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 屋外防球ネット修繕工事の支出について
140,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 トイレ手洗い洗面器排水管漏水修理の支出について
44,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 自動火災報知設備不良箇所補修工事の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修工事の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 音楽室破損窓ガラス取替補修の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 格子扉補修工事の支出について
76,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校長室床カーペット補修工事の支出について
102,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラスの入れ替えの支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂　誘導灯補修工事の支出について
37,573

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館スポットライト用コンセント補修工事の支出について
79,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 中庭土間補修工事の支出について
972,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
119,998

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂扉補修工事の支出について
140,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の点検・修理の支出について
205,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外冷蔵庫修理の支出について
46,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 消毒保管庫　修理の支出について
31,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 モニター付きインターホン修理の支出について
21,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 遊具補修の支出について
192,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 裁断機　修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
205,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 自動火災報知設備修理の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 空調機（ＧＨＰ）修理の支出について
83,149

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
52,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 放送室デスクアンプ修理の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンター修理の支出について
14,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電話主装置修理（障害対応）の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機　修理の支出について
79,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 固定釜修理の支出について
12,960
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 家電リサイクル収集運搬料　他の支出について
15,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 段差解消機運搬の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 家電リサイクル収集運搬料　他の支出について
35,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
19,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 消火器リサイクルの支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
15,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
30,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
10,303

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
52,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕料の支出について
216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成３０年度卒業証書筆耕翻訳料の支出について
14,191

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
11,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
9,266

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
8,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
8,283

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書　揮毫業務の支出について
13,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕の支出について
13,543

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕の支出について
8,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書にかかる筆耕翻訳料の支出について
34,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成３０年度卒業証書揮毫料の支出について
9,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成３０年度卒業証書筆耕料の支出について
15,714

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
18,262

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書　揮毫料の支出について
4,762

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料にかかる支出について
6,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
18,295

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
31,395

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書　揮毫業務の支出について
14,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕の支出について
15,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成３０年度卒業証書揮毫料の支出について
7,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
11,793

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 体育館ワックス塗布業務委託の支出について
56,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 東校舎便所土間排水洗浄清掃作業業務委託の支出について
68,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 体育館ワックス掛け業務委託の支出について
66,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
124,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 １・２年　国語・算数標準学力調査業務委託の支出について
28,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
37,434

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 運動場側溝及び会所清掃業務委託の支出について
116,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木剪定業務委託の支出について
221,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
80,281

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
102,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃　業務委託の支出について
101,801

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
95,268
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 トイレ尿石除去業務委託の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 窓清掃業務委託の支出について
114,527

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
57,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 キッズプラザ大阪入場料の支出について
25,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 つみ木のレンタルの支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 卒業遠足（２／２２）大型バス借上料の支出について
152,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー購入の支出について
98,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー購入の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 百葉箱購入の支出について
239,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー（据置型）購入の支出について
79,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 全自動高圧蒸気滅菌器　購入の支出について
215,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 アームチェア外購入の支出について
278,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 給食用スポットクーラー購入の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オルガン購入の支出について
332,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 給食室用スポットクーラー購入の支出について
85,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電動裁断機購入の支出について
352,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 裁断機の購入の支出について
352,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ハンマードリル外購入の支出について
72,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電動裁断機購入の支出について
378,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子楽器専用ヘッドフォン外購入の支出について
102,298

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 マグネットシート外購入の支出について
92,534

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー購入の支出について
96,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 図書室用閲覧テーブル外購入の支出について
314,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 コーヒーメーカー　外購入の支出について
179,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オージオメータ購入の支出について
148,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 両袖机購入の支出について
99,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 給食室用スポットクーラー　購入の支出について
79,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ　外　購入の支出について
324,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 パーテーションホワイトボード購入の支出について
90,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ミーティングテーブル購入の支出について
69,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テント　購入の支出について
283,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 木製書架外　購入の支出について
295,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ドラえもんはじめての論語」外購入の支出について
313,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「調べ学習の基礎の基礎」外購入の支出について
324,606

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ネットのルール」外　購入の支出について
319,713

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書購入の支出について
306,718

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書購入の支出について
358,355

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「つぎ、なにをよむ？」外購入の支出について
326,681

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「さとやまさん」外購入の支出について
371,582

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ダーウィンが見たもの」　外　購入の支出について
396,831

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「気をつけよう情報モラル」外購入の支出について
343,167

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「図書の修理とらの巻」外購入の支出について
292,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「図書の修理とらの巻」外購入の支出について
306,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ジュニア楽典」ほかの購入の支出について
328,999

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「プログラミングについて」外購入の支出について
325,045

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「三国志（２４）」外購入の支出について
33,467

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 入学試験問題集　購入の支出について
7,614
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ギター　他　購入の支出について
137,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 顕微鏡他購入の支出について
301,557

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス小型湯沸器外購入の支出について
35,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 砂　購入の支出について
61,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 耳鏡　購入の支出について
182,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットバー　外購入の支出について
67,667

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クラリネット用マウスピース外　購入の支出について
69,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 指導者デジタル教科書　他購入の支出について
98,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　外　購入の支出について
36,298

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
91,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒用名札　外製造の支出について
69,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 簡易電気分解装置外購入の支出について
119,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 巻尺　外　購入の支出について
265,005

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自転車　購入の支出について
25,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い用泡石けん　外購入の支出について
60,643

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
58,406

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健康教室」（４～３月分）外購読料の支出について
17,583

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 舌圧子　他購入の支出について
27,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン　外購入の支出について
258,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハードル　外　購入の支出について
169,182

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 集塵機の購入の支出について
39,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉄工ドリル　外購入の支出について
182,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 名札　製造の支出について
66,398

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラグビーボール　外　購入の支出について
84,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 玄関ホール下足ロッカー前用マット　購入の支出について
293,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 椅子　購入の支出について
119,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 液晶プロジェクター　外　購入の支出について
96,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業アルバム購入の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 黒板ふきクリーナー購入の支出について
92,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電源コード他　購入の支出について
236,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　の購入の支出について
37,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電子式直線ミシン購入の支出について
237,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電子式直線ミシン　購入の支出について
142,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 おりがみ外購入の支出について
284,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインパウダー　購入の支出について
83,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム手袋　外　購入の支出について
150,822

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外　購入の支出について
92,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カセットコンロ外購入の支出について
77,356

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ／ＣＤプレーヤー　外　購入の支出について
118,141

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインパウダー　購入の支出について
43,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式野球ボール外購入の支出について
100,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 加湿器　ほか　購入の支出について
19,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ教材購入の支出について
14,364

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 読売新聞（１２月）外購読料の支出について
4,817

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カーテン　購入の支出について
275,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 箏外購入の支出について
355,160
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボール外購入の支出について
223,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 エプロン　外購入の支出について
65,124

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
41,364

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用インク他購入の支出について
391,197

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインパウダー　購入の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 大コンパス　外　購入の支出について
31,182

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 加湿器　購入の支出について
275,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻栓　外購入の支出について
27,434

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 医療用サージカルマスク　他購入の支出について
77,993

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 布地　他購入の支出について
53,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マルチツール　外購入の支出について
22,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ディスクグラインダ外１点　購入の支出について
23,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒用机　他　購入の支出について
344,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 事務用チェア　購入の支出について
192,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク、外購入の支出について
67,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クロッキー帳購入の支出について
64,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙　外購入の支出について
95,634

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン外購入の支出について
193,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
137,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜の購入の支出について
18,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
83,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタインクカートリッジ外の購入の支出について
112,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式次第　印刷の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式次第印刷の支出について
9,028

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館入口扉枠塗装工事　外の支出について
187,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 南館一階手動シャッター（西側）補修工事の支出について
34,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 グランドブロック塀コーナー欠落部補修工事の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 理科室　スイッチ取替補修工事の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修工事の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 コンセント取替工事の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 照明器具取替工事の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館鍵取替工事の支出について
189,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館舞台壁面塗装補修工事の支出について
194,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 女子トイレ和式便器詰り修繕工事の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン　修理の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
324,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理の支出について
216,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 デジタル製版一体型印刷機修理の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 フルート　他修理の支出について
69,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ピッコロ外の修理の支出について
137,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路関係書類送付に伴う郵便切手購入（３／２５）の支出について
25,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 指導要録抄本送付に伴う郵便切手購入の支出について
32,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路用成績関係書類送付に伴う郵送料（３／２５）の支出について
31,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫リサイクル料・冷蔵庫収集運搬料の支出について
12,960
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律処理手数料の支出について
5,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
24,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
37,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ及びアップライトピアノ調律手数料の支出について
25,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,596

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
28,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
30,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫リサイクル料・冷蔵庫収集運搬料の支出について
3,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律処理手数料の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
32,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
15,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成３０年度卒業証書揮毫料の支出について
40,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
21,772

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
28,339

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
44,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
17,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
27,324

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 トイレ尿石除去　業務委託の支出について
97,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
51,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 一泊移住下見にかかる有料道路使用料（３／２６）の支出について
5,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 卒業式にかかる施設使用料（３／２５）の支出について
150,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ピッコロ　外　購入の支出について
296,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子タブレット　購入の支出について
51,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 冷蔵庫購入の支出について
89,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 特別支援学級用デスクトップパソコン購入の支出について
125,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 コンサートシロフォン購入の支出について
334,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ガス小型湯沸器外購入の支出について
75,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター　外　購入の支出について
296,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「大阪市の昭和」外　購入の支出について
367,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「あの家に暮らす四人の女」外の支出について
308,061

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「殺戮の天使２」外購入の支出について
370,127

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「はじめまして物理」外　購入の支出について
179,163

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「政治の絵本」外購入の支出について
181,407

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジの購入の支出について
15,765

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 スチール書庫の購入の支出について
18,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 両開き書庫他の購入の支出について
61,279

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯洗剤外の購入の支出について
31,698

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 カンナ　外１５点購入の支出について
154,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 高齢者疑似体験セット外購入の支出について
97,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　外　購入の支出について
77,306

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアブック　外１７点購入の支出について
80,817

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 クリヤーホルダー　外　購入の支出について
73,089

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 カローリング競技用セット他の購入の支出について
177,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌「スクリーン」他の購入の支出について
93,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 色鉛筆外　購入の支出について
6,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 「卒業式次第」印刷の支出について
13,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校生活のしおり印刷の支出について
84,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 蛍光灯照明器具の取替補修工事の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 第二体育館舞台下収納台車の補修工事の支出について
97,092

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 デジタル製版印刷機の修理の支出について
38,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 ホルン外　修理の支出について
49,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 シリンダー錠の緊急修理の支出について
19,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 高齢者疑似体験セット外購入の支出について
93,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 児童用机購入の支出について
28,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 グランド南側防球ネット改修工事の支出について
670,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １年４組教室窓ガラス破損修理工事の支出について
16,459

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 水銀灯投光器取替補修工事の支出について
218,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 インターホン補修工事の支出について
291,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 消防用設備等補修工事の支出について
53,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館天井電球及び舞台上照明取替作業の支出について
115,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西校舎普通教室雨漏り補修工事の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 門扉補修工事の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 防火扉補修工事の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 池バルブ他漏水修理工事の支出について
113,151

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 池行給水管漏水補修工事の支出について
60,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関インターホン取替補修工事の支出について
259,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西館３Ｆ　漏電補修工事の支出について
99,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 吊下げ式バスケットゴール補修工事の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 受水槽配管補修工事の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 外塀補修工事の支出について
926,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 電気室シャッター及びプール扉補修工事の支出について
345,249

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室屋外冷蔵庫用コンセント取替補修工事の支出について
45,657

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ６－１教室廊下側窓ガラス入替工事の支出について
5,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 男子便所小便器漏水補修工事の支出について
34,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 高学年理科室扉取替補修工事の支出について
194,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 排水管通管工事の支出について
253,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校舎１階ピロティ窓ガラス入替補修工事の支出について
19,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 回転釜補修工事の支出について
59,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 多機能電話設備補修工事の支出について
544,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールフェンス及び基礎３２カ所補修工事の支出について
813,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 溝蓋補修工事の支出について
170,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 多目的室空調機修理工事の支出について
157,053

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 スイッチ移設工事の支出について
46,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館照明器具取替工事の支出について
563,770
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 機械科工場照明用ランプ取替工事の支出について
46,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西館３階多目的室窓ガラス入替工事の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関門扉補修工事の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館舞台吊物補修工事の支出について
513,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館倉庫シャッター外補修工事の支出について
27,324

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給水管保温補修工事の支出について
105,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館漏水補修工事の支出について
977,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂照明取替補修工事の支出について
131,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具取替補修工事の支出について
21,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校長室塗装工事外の支出について
262,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールテント張替補修工事の支出について
213,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 本館３階学習室扉錠前補修工事の支出について
57,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 受水槽Ｆ号、電極、トイレ自動水栓補修工事の支出について
345,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂多目的トイレ補修工事の支出について
41,655

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 グラウンド投光器取替補修工事の支出について
996,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラスの張替補修工事の支出について
7,506

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 多目的室ガスヒーポン室外機補修工事の支出について
51,867

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 防火戸補修工事　外の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 保健室内排水管漏水補修工事の支出について
297,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南門補修工事の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 通路照明器具取替補修工事の支出について
164,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室横塀補修工事の支出について
901,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールフェンス補修工事の支出について
145,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具取替補修工事の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校舎本館庇裏仕上げ補修工事の支出について
723,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校舎壁掛型電気時計補修工事の支出について
229,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室回転釜修理工事の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 分校会議室照明器具取付外工事の支出について
380,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 防犯カメラ取付及び配線工事の支出について
789,588

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 防犯カメラ設置工事の支出について
749,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 手摺取り付け補修工事の支出について
286,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 包丁ケース　購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 拡大機購入の支出について
320,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 記録温度計　購入の支出について
36,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 保健室用ベッド購入の支出について
113,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 フリーボード外購入の支出について
121,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 会議用テーブル　購入の支出について
130,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 多目的テーブルの購入の支出について
99,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ハンディータイマー購入の支出について
60,129

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 フープ（カラーリング　５色１組）購入の支出について
15,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 消毒用アルコール　他購入のための支出について
63,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 「絵本の読み聞かせ」にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 絵本読み聞かせ講師料の支出について
4,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 英語で遊ぼうの講師謝礼の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 自然体験講習会にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 英語で遊ぼう講師料の支出について
7,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 茶道指導講師謝礼金の支出について
8,600
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 お茶遊び講師謝礼金の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 お茶遊びにかかる講師　謝礼金にかかる経費の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 幼児指導要録　外　購入の支出について
12,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 名札購入の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 幼稚園日誌　外　購入の支出について
22,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 布テープ他の購入の支出について
38,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 色画用紙外の購入の支出について
24,602

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 プリンターの購入の支出について
39,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本こどもとしぜん５～３月号の購入の支出について
4,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 画板購入の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本「ワンダー名作選」（５～３月号）購入の支出について
4,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書筆耕翻訳料の支出について
2,527

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
9,331

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書　揮毫料の支出について
5,227

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書　筆耕の支出について
6,998

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 授業参観及び研修会講師謝礼金の支出について
16,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 生活指導研修会にかかる講師謝礼金の支出について
15,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 クラブ活動部研究発表会にかかる講師謝礼金の支出について
25,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 特別活動教育にかかる講師謝礼金の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 インクルーシブ・フレッシュ研修会の講師謝礼金の支出について
8,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 授業参観及び指導助言等にかかる講師謝礼金の支出について
85,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 授業参観及び指導助言にかかる講師謝礼金の支出について
52,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究授業指導助言にかかる講師謝礼金の支出について
13,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 授業参観及び職員研修にかかる講師謝礼２／１５の支出について
23,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 カウンセリング及び発達相談アドバイスに係る謝礼の支出について
85,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 外国人教育課内実践における講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 国語指導講師謝礼金の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究発表会　講師謝礼金の支出について
24,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 パイプ式ファイル　外の購入の支出について
35,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 発表ボード購入の支出について
169,145

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ロジカルルートパズル購入の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学級用図書「中学基礎がため１００％」外購入の支出について
26,913

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 パイプ式ファイル　他　購入の支出について
50,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 がんばる先生用図書「かわいい食育やさい」外購入の支出について
44,159

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 陶芸教室にかかる講師謝礼金の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ６年授業研究会にかかる講師謝礼の支出について
25,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 放課後補充学習にかかる講師謝礼（２月）の支出について
37,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 手話の学習の講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 １，２年韓国・朝鮮の遊び体験学習講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ４年異文化体験学習にかかる講師謝礼の支出について
11,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年生及６年生外国人教育実践講師謝礼の支出について
6,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 和楽器体験活動にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 総合的な学習の時間にかかる研修講師謝礼金の支出について
22,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 プログラミング教育の指導にかかる講師謝礼金の支出について
15,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 日曜学習教室講師謝礼の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 プログラミング教育の指導にかかる講師謝礼金の支出について
10,400
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 授業研究会にかかる講師謝礼金の支出について
15,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 民族学習講話にかかる講師謝礼の支出について
4,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年音楽授業にかかる講師謝礼金の支出について
91,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国人教育出前授業にかかる講師謝礼金の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 珠算特別授業にかかる講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 体験学習「モンゴルの文化」講師謝礼（１／２９）の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 体験学習「モンゴルの文化」講師謝礼（１／２９）の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権教育学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 研究討議にかかる講師謝礼金の支出について
21,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 放課後補充学習にかかる講師謝礼（２月）の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解、人権教育にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解、人権教育にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん教室にかかる講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 珠算授業にかかる講師謝礼金の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 スクールカウンセラー謝礼金の支出について
132,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 和楽器体験活動にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 平和教育国際授業にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 中国の遊び教室にかかる講師謝礼金（２／５）の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 合唱指導出前授業にかかる講師謝礼金の支出について
23,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 体育学習にかかる講師謝礼金の支出について
110,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 理科授業にかかる講師謝礼金の支出について
22,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 珠算教室実施にかかる講師謝礼金の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 珠算授業にかかる講師謝礼金の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 なわとび運動にかかる講師謝礼金の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語教育（２／１５）にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「となりの国の学習」にかかる講師謝礼金の支出について
35,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語教育講師謝礼金の支出について
13,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 合唱特別指導授業にかかる講師謝礼金の支出について
17,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 中国の遊び教室にかかる講師謝礼金（２／５）の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 盲導犬についての講話にかかる講師謝礼の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 わら細工体験活動講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語教育講師謝礼金の支出について
13,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 授業研究会にかかる講師謝礼金の支出について
30,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 福祉学習にかかる講師謝礼金（２／２１）の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「命の授業」講師謝礼金の支出について
12,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 放課後補充学習にかかる講師謝礼（２月）の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 伝承遊びの指導にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 伝承遊びの指導にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語教育（２／１９）にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話会にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 体幹特別授業にかかる講師謝礼金の支出について
17,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国人教育学習にかかる講師謝礼金の支出について
18,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 珠算教室にかかる講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 戦争体験についての学習講話にかかる講師謝礼金の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 日曜学習教室講師謝礼の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん指導にかかる講師謝礼金の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語活動にかかる講師謝礼金の支出について
12,900
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語教育（２／２５）にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 日曜学習教室講師謝礼の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 茶道体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 茶道体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年異文化体験学習にかかる講師謝礼の支出について
11,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 総合学習にかかる講師謝礼金の支出について
25,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん教室にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 放課後補充学習にかかる講師謝礼（２月）の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 手話講習にかかる講師謝礼金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 香りの創作教室にかかる講師謝礼金の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 平和教育国際授業にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 体験学習「和菓子作り体験」講師謝礼（１／２９）の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 授業研究会にかかる講師謝礼金の支出について
15,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 韓国・朝鮮文化の体験学習の講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ２年　マナー講習講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 放課後補充学習にかかる講師謝礼（２月）の支出について
17,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「落語」授業講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 特別授業「昔の道具」講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリップボード外購入の支出について
240,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式チェーンソー外購入の支出について
57,564

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 読売新聞朝刊購読料（４～１２月分）の支出について
34,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトバレーボール　外　購入の支出について
74,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙　外購入の支出について
70,979

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書類ケース購入の支出について
17,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 読売ＫＯＤＯＭＯ新聞購読料（４～１２月分）の支出について
4,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パン箱　ほか購入の支出について
222,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
158,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
146,707

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ロフトベッド外購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直定規外の購入の支出について
127,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 日本地図外購入の支出について
170,103

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 安全ヘルメット　外購入の支出について
242,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電動裁断機　替刃セット　ほかの購入の支出について
59,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性マーカー　外　購入の支出について
92,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルハライドランプ　購入の支出について
24,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 砂場シート　外　購入の支出について
78,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キッチンワゴン購入の支出について
123,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外購入の支出について
89,818

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健康教室」（４～３月分）購読料の支出について
11,303

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆削り　外購入の支出について
260,922

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油ねんど外購入の支出について
113,346

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニコンプレッサー　購入の支出について
30,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　外　購入の支出について
19,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉄棒補助パッド外購入の支出について
47,169

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　４切　外　購入の支出について
71,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー用紙　Ａ４　外　購入の支出について
121,564

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　ほかの購入の支出について
67,460
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外購入の支出について
73,713

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドッジボール　外　購入の支出について
165,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドッジボール　他購入の支出について
40,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　購入の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タンブリン　の購入の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札の製造の支出について
23,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 採点ペン　替インク　外　購入の支出について
58,919

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健」４月号～３月号　購入の支出について
10,439

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌食育フォーラム（５～３月号）外購入の支出について
19,662

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
170,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイクロホン外購入の支出について
52,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート　外　購入の支出について
72,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 卓球ボール　外購入の支出について
28,845

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外購入の支出について
172,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マスク外購入の支出について
50,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ボールカゴ　外　購入の支出について
29,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カバーグラス　外　購入の支出について
63,715

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リコーダー用ネックストラップ　外購入の支出について
45,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸椅子購入の支出について
44,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食缶　外購入の支出について
96,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンレスネット　他　購入の支出について
16,092

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性マーカー　外購入の支出について
194,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 遠赤外線ヒーター修理の支出について
113,724

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 球根皮むき機　修理の支出について
26,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ピアノ修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理の支出について
140,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫修理の支出について
50,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室フードスライサ修理の支出について
32,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 体重計修理の支出について
28,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 包丁まな板殺菌庫　修理の支出について
21,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 鉄琴外修理の支出について
66,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機補修の支出について
17,474

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 教室扉鍵取替修理他の支出について
63,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
29,937

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ミシン保守点検の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
19,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
21,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる業務委託の支出について
9,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
19,637

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
6,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫の支出について
27,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかる翻訳筆耕料の支出について
11,491

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
23,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
19,440
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成３０年度卒業証書揮毫業務の支出について
7,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕の支出について
9,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務委託の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
15,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 赤ちゃん先生プログラム　業務委託の支出について
291,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 漏水調査業務委託の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 砂場他清掃等作業業務委託の支出について
99,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
45,674

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
73,929

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 クライミングウォール保守点検業務委託の支出について
100,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布業務委託の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 「赤ちゃん先生クラス」実施業務委託の支出について
356,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託の支出について
67,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 砂場清掃、消毒　業務委託の支出について
100,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎高所窓清掃業務委託の支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー　購入の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー　購入の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電動裁断機の購入の支出について
352,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー購入の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ホスピタルワゴン購入の支出について
110,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー　購入の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 洗濯機購入の支出について
102,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー購入の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 給食室用スポットクーラー　購入の支出について
72,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 卓上マルノコ購入の支出について
87,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー　購入の支出について
72,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 学校用オルガン　購入の支出について
317,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 給食室用スポットクーラー購入の支出について
67,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー購入の支出について
88,398

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「よくわかる人工知能」外購入の支出について
283,234

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書の購入の支出について
213,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「魔女の本棚」外　購入の支出について
166,415

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書購入の支出について
303,498

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書購入の支出について
291,183

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「総合百科事典ポプラディア」外購入の支出について
330,257

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「改訂版　調べ学習の基礎の」外購入の支出について
294,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「本が好きになる」外購入の支出について
380,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 人権教育にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育授業にかかる講師謝礼の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 人権教育にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年視覚支援教育にかかる講師謝礼金の支出について
10,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 人権教育講話にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「いのちの誕生」についての講話に伴う講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 人権学習（盲導犬）にかかる講師謝礼金の支出について
4,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 ３年生性教育講話に係る講師謝礼金の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 人権教育にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 職場体験にかかる講師謝礼の支出について
12,900
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「朝鮮の文化」に関する講話に伴う講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 人権教育にかかる講師謝礼の支出について
25,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 盲導犬に関する講演会　講師謝礼金の支出について
4,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 読売新聞朝刊夕刊購読料（４月～１２月）外の支出について
45,333

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 会議用長机購入の支出について
289,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ　外の購入の支出について
82,809

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 液体石けん外２点　購入の支出について
46,565

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 現代用語の基礎知識外購入の支出について
29,934

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
60,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 むし碗　外　購入の支出について
51,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アングル棚購入の支出について
107,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 保管庫の購入の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 書道用半紙外購入の支出について
41,646

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 食缶　外　購入の支出について
142,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色砂外購入の支出について
68,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健」（５～４月号）購入の支出について
9,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
58,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 名札　購入の支出について
51,641

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊健康教室（Ｈ３０．４～Ｈ３１．３）購入の支出について
11,572

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガステーブル（６台）の購入の支出について
126,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 算数ドリル外　購入の支出について
50,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜２点購入の支出について
8,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ティースプーン　外　購入の支出について
91,907

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 暗線入マグネットスクリーン外　購入の支出について
58,611

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 液晶テレビ保護パネル　外購入の支出について
50,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドボール　外　購入の支出について
237,222

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジオ外購入の支出について
64,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン用消石灰　購入の支出について
19,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 「ウィーアー！」外楽譜購入の支出について
17,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式次第　印刷の支出について
10,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ベルトディスクサンダー修理の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 体育館暗幕他修理の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 バリトンサックス修理の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機　修理の支出について
72,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 高圧蒸気滅菌器補修の支出について
55,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
17,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務の支出について
19,828

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる業務委託の支出について
14,364

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
13,122

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
53,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
78,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ保護パネル　外購入の支出について
150,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スクリーン　購入の支出について
216,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 超単焦点プロジェクター　購入の支出について
320,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 現代用語の基礎知識外購入の支出について
25,515

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書『紳士とティータイムを！』外　購入の支出について
213,493
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（２月特別授業分）の支出について
134,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（２月分）の支出について
187,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（２月分）の支出について
187,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（２月分）の支出について
187,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（２月特別授業分）の支出について
134,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（２月特別授業分）の支出について
106,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 特別授業「聴覚障がいの理解」講師謝礼の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（２月特別講師分）の支出について
11,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（２月特別授業分）の支出について
134,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 純正トナーカートリッジ購入の支出について
81,351

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ダイヤルゲージ購入の支出について
9,806

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 クラフト封筒購入の支出について
27,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業証書印影印刷外の支出について
4,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 業務用冷蔵庫廃棄処分の支出について
115,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書印影印刷外の支出について
33,205

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 マグネシウムリボン　外　薬品処理業務委託の支出について
275,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「いいね！」他購入の支出について
24,138

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 教室用机・椅子購入の支出について
79,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 タープテント　購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 アルミ伸縮足場台購入の支出について
16,646

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電子ホイッスル　外　購入の支出について
22,437

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館水銀灯取替工事の支出について
172,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター　購入の支出について
275,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター　購入の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 拡大機　購入の支出について
324,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 フロアシート巻き取り機購入の支出について
59,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 木製ステップ階段購入の支出について
227,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 跳び箱　購入の支出について
136,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 デジタルカメラの購入の支出について
50,301

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 カラーなわとび　他　購入の支出について
2,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 ござシート（抗菌、２畳）購入の支出について
73,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 行事の由来かみしばい　他　購入の支出について
18,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 砂場遊び道具　他３点の購入の支出について
51,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 パズルおおきなかぶ外購入の支出について
22,377

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 冷蔵庫購入の支出について
32,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 おたより帳　外１点の購入の支出について
11,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 こどもとしぜん（５月号～３月号）外購入の支出について
11,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ベックス紙　外購入の支出について
29,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 体育館用フローリングワックス　購入の支出について
23,198

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 おたよりちょう他購入の支出について
16,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 パフリング　購入の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 清掃用具の購入の支出について
13,338

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊誌「キンダおはなし絵本」（４～３月号）購入の支出について
4,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 樹脂ワックス仕上げ剤　購入の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
107,044

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本５月～３月号　の購入の支出について
5,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊誌「おはなしチャイルド」５～３月号購入の支出について
4,070
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 花苗　外　の購入の支出について
15,681

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 定期購読「初等教育資料」５～３月号購入の支出について
5,885

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　光熱水費 ２月分使用料　　　　　　　　　　　　　　の支出について
1,525,909

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書揮毫の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育修了証書筆耕の支出について
13,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 子供後ろ乗せ電動自転車の購入の支出について
101,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 「英単語の語源図鑑」外購入の支出について
31,471

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 油性マーカー　外　購入の支出について
108,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 月刊誌　「教育技術」（９～３月号）購入の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 プロジェクター用取付金具、他購入の支出について
261,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 プリンターインクカートリッジ購入の支出について
5,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 スチレンパネル　外　購入の支出について
316,018

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 筆ペン購入の支出について
14,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 書籍　購入の支出について
22,314

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 レポート集の印刷の支出について
74,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙ほか　購入の支出について
76,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蓄電実験器　購入の支出について
63,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食缶　外購入の支出について
46,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドル付ホテルパンの購入の支出について
51,451

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健」（５～４月号）の支出について
9,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管外購入の支出について
16,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊「健」（４～３月分）　購入の支出について
9,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
191,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 朱肉　外購入の支出について
90,923

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゆかた（兵児帯付）購入の支出について
384,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 年間購読雑誌「教育技術」（４～３月号）外の購入の支出について
74,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書・教科書購入の支出について
64,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 定期刊行物「としょかん通信」４～３月号購読料の支出について
11,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ　外６点購入の支出について
166,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 加湿空気清浄機　外購入の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 楽器　グロッケン外購入の支出について
224,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鋳物コンロの購入の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画ベニア　他購入の支出について
369,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 刷毛　他購入の支出について
129,364

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン　購入の支出について
102,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手動式裁断機　外購入の支出について
107,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻栓他の購入の支出について
370,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用原紙　購入の支出について
53,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 定期刊行物「健康教室」（４～３月号）購入の支出について
11,291

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　外　購入の支出について
164,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 舌圧子外の購入の支出について
358,831

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 舌圧子外購入の支出について
42,631

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教授用１００玉そろばん　外　購入の支出について
192,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外　購入の支出について
29,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消火器　購入の支出について
4,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌　健康教室（４月～３月分）の支出について
12,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷インク　外購入の支出について
70,459
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
319,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
96,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 氏名ゴム印　外　の購入の支出について
57,475

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
182,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童名札購入の支出について
40,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 片袖机外購入の支出について
323,115

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電動鉛筆削り器他５点購入の支出について
140,794

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアホルダー　外３点購入の支出について
100,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミトンほか購入の支出について
87,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 逆上がり補助器・ソフトドッジボール　外　購入の支出について
39,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーコーン　外　購入の支出について
16,049

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 変換ケーブル購入の支出について
53,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 厚手マット紙外購入の支出について
272,567

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用原紙　外　の購入の支出について
168,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 玄関マット　外　購入の支出について
27,842

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リボンテープ外購入の支出について
106,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 成型サンダルの購入の支出について
21,222

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 清掃用品購入の支出について
41,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 作品展示ポケット他購入の支出について
142,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
77,163

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス検知管他購入にかかる経費の支出について
51,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 グランドマーカー外購入の支出について
74,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
244,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰の購入の支出について
30,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機インク・マスター購入の支出について
170,359

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光灯ランプ外購入の支出について
93,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトマット　外　購入の支出について
102,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 新１年生用油粘土外購入の支出について
59,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 イメージドラム購入の支出について
27,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「あたらしい体育２年」購入の支出について
34,155

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー外１点の購入の支出について
44,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤデッキ　外　購入の支出について
118,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ２連コンロ　外　購入の支出について
26,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス　外購入の支出について
56,106

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジたわし　外購入の支出について
11,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札ほか　購入の支出について
93,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙他購入の支出について
172,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワンタッチ式救護担架外購入の支出について
43,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液体せっけん用ボトル　外６点　購入の支出について
31,055

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカ購入の支出について
311,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土　外購入の支出について
239,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 修正テープ外６点の購入の支出について
96,194

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 机上台（１５台）購入の支出について
32,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
16,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スタックテーブル　購入の支出について
234,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ用トナーカートリッジ購入の支出について
290,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土　外購入の支出について
84,410
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯機購入の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 暗幕　購入の支出について
218,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自転車　購入の支出について
35,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルハンドル身長計　外　購入の支出について
25,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゼムクリップ外購入の支出について
159,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゼッケン外購入の支出について
115,668

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 事務机（片袖机）外２点の購入の支出について
98,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙外購入の支出について
149,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラータワシ　外購入の支出について
193,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 そろばんセット購入の支出について
82,701

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアシート巻き取り棒外購入の支出について
105,715

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機購入の支出について
13,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
262,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 新２年生名札製造の支出について
21,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 会議テーブル　購入の支出について
103,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 車椅子購入にかかる経費の支出について
23,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビデオカメラ外購入の支出について
70,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘着マグネット外購入の支出について
84,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 酸素ボンベ缶外購入の支出について
140,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスコンロ　ほか　購入の支出について
109,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 作文指導用マグネットシート黒板外購入の支出について
186,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 プリント印刷およびラミネート加工の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 ２月分使用料　　　　　　　　　　　　　　の支出について
11,926,572

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 ２月分使用料　　　　　　　　　　　　　　の支出について
86,723,641

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 ２月分使用料　　　　　　　　　　　　　　の支出について
12,381,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 ２月分使用料　　　　　　　　　　　　　　の支出について
13,919,561

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 舞台吊物設備補修工事の支出について
45,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 硝子補修工事の支出について
106,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校内破損ガラス入替補修工事の支出について
16,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 理科室及び２階女子トイレ排水管補修工事の支出について
67,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ２階女子トイレリモコンリレー補修工事の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替え工事の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 管理作業員室消火設備警報補修工事の支出について
74,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 正門電気錠配線補修工事の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室固定窯ガス栓取替工事の支出について
9,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス入替工事の支出について
5,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂扉補修工事の支出について
118,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室　排気ファンベルト取替補修工事の支出について
21,729

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校長室壁面補修工事の支出について
79,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 運動場ワイヤレスアンテナ補修工事の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 音楽室フロアーコンセント取替補修工事の支出について
14,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校内各所照明器具取替工事の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 外柵補修　工事の支出について
181,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 男子トイレ扉取替補修工事の支出について
130,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
79,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室水栓漏水修理の支出について
39,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 校内自主放送システム修理の支出について
69,984
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 トイレ自動手洗い水栓修理の支出について
66,582

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
13,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 モニター付インターホン修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
70,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
20,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 液晶テレビ修理の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 マリンバ修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
47,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
40,057

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 放送室デスクアンプ修理の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ウインドチャイム　修理の支出について
32,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室シンクカマチ割れ溶接修理の支出について
26,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 一輪車パンク外修理の支出について
187,314

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 球根皮むき機修理の支出について
32,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アンサンブルオルガン修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ドラムセット修理の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 遊具塗装補修にかかる経費の支出について
194,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン修理の支出について
4,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プロジェクター、書画カメラ修理の支出について
117,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室ガス回転釜修理の支出について
42,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス回転釜修理の支出について
20,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室シンク水漏れ修理の支出について
27,324

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機リサイクル回収料外の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校舎増築工事に伴う物品運搬の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ピアノ調律外の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律　手数料の支出について
23,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
21,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
17,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機リサイクル回収料外の支出について
4,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律外の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 児童の日本漢字能力検定受験にかかる手数料の支出について
113,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
10,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書浄書の支出について
11,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫の支出について
14,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書の浄書にかかる翻訳筆耕料の支出について
11,793

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
3,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
5,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
8,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
7,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
5,670
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕業務委託の支出について
14,158

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
10,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
13,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
60,556

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃業務委託の支出について
93,441

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 カーペット床及びＰタイル床清掃業務委託の支出について
85,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 廃棄パソコンの処理業務委託の支出について
14,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 トイレ尿石除去業務委託の支出について
123,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 運動場側溝及び会所清掃業務委託の支出について
192,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 全館便所清掃・小便器尿石除去洗浄業務委託の支出について
96,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
63,059

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 英語授業業務委託の支出について
181,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 講堂床ワックス掛清掃業務委託の支出について
321,246

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 新校舎教室床洗浄等業務委託の支出について
31,881

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎高所窓清掃業務委託の支出について
63,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃　業務委託の支出について
68,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃業務委託の支出について
48,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 丁合機　購入の支出について
356,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電動裁断機購入の支出について
356,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー購入の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー購入の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー購入の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー購入の支出について
88,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー（据置型）の購入の支出について
88,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ビブラフォン　購入の支出について
201,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 給食室用スポットクーラー　購入の支出について
67,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 加湿空気清浄機　外購入の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー　購入の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー購入の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 背面ロッカー購入の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタルハンドル身長計　外　購入の支出について
57,834

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 給食室用据置型スポットクーラー購入の支出について
72,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 給食室用スポットクーラー購入の支出について
67,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 給食室用スポットクーラー購入の支出について
88,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書画カメラ　購入の支出について
99,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 細断機（シュレッダー）購入の支出について
398,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ディスプレイスタンド　外購入の支出について
227,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー購入の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 給食室用スポットクーラー購入の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テント　購入の支出について
264,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 カラーコーン　外　購入の支出について
59,227

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー　外　購入の支出について
67,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 逆上がり補助器・ソフトドッジボール　外　購入の支出について
63,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 給食調理室用スポットクーラー購入の支出について
77,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 給食室用スポットクーラー１台　購入の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「調べ学習の基礎の基礎」他　購入の支出について
304,957

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「こども「学問のすすめ」」他の購入の支出について
329,824
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「小学館の図鑑　鳥」外購入の支出について
393,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ネットのルール」他購入の支出について
303,743

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「調べ学習の基礎の基礎」他購入の支出について
312,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「願いごとの樹」外購入の支出について
5,186

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館図書「１００かいだてのいえ」外購入の支出について
175,767

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「算数の図鑑」外　購入の支出について
307,835

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「漢字辞典」購入の支出について
238,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「調べ学習の基礎の基礎」外購入の支出について
296,914

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書学校で知っておきたい著作権外購入の支出について
297,019

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書購入の支出について
341,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「ニュートン」（４～３月分）購読料の支出について
13,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 加湿器　外購入の支出について
52,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアホルダー外購入の支出について
86,639

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＦＡＸリサイクルトナーカートリッジ外購入の支出について
101,066

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ「マララ　教育を求めて闘う少女」外購入の支出について
114,553

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム印購入の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 傘立て購入の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色鉛筆外購入の支出について
228,666

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 氏名ゴム印　外　の購入の支出について
58,822

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卓球用試合球外購入の支出について
70,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 光学実験セット　購入の支出について
129,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外購入の支出について
52,542

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 平成３１年度用生徒手帳・手帳カバー製造の支出について
63,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クラシックギター　購入の支出について
140,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙　他　購入の支出について
30,321

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土　外　購入の支出について
41,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ教材「１００ばんめのサル」外　購入の支出について
132,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テニスボール　外購入の支出について
173,772

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マットの購入の支出について
168,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健」（４～３月分）購入の支出について
9,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラグビーゴール用脱着ハンドル　購入の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳外製造の支出について
46,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スケッチブック外購入の支出について
54,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
82,263

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳　作成の支出について
84,564

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パンジー苗他購入の支出について
29,894

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コンセント式センサーライトの購入の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手ぬいステッチ糸外購入の支出について
21,845

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク外購入の支出について
79,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
84,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｔシャツ外の購入の支出について
78,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 給食衣外　購入の支出について
13,559

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
23,652

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
37,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 文化箏外購入の支出について
39,204

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポータブルＣＤプレーヤー　購入の支出について
13,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
28,771
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク外購入の支出について
52,866

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアオイル　購入の支出について
46,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 平成３０年度卒業式次第　印刷の支出について
31,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 ２月分使用料　　　　　　　　　　　　　　の支出について
17,820,146

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 ２月分使用料　　　　　　　　　　　　　　の支出について
12,292,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 更衣室用給水管漏水他補修工事の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 コンクリート柵　復旧工事の支出について
77,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 プール飛び込み台補修工事の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 図書室壁面補修工事の支出について
193,914

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ボール盤　修理の支出について
5,724

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 裁断機修理の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＬＬ教室空調機修理の支出について
169,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 直流電源装置外修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 グランドピアノ修理の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 生物顕微鏡　修理の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 スネアドラム　外修理の支出について
7,314

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 西館１階男子トイレ換気扇修理の支出について
38,502

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 カギ　修理の支出について
2,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
15,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律にかかる手数料の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
24,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕にかかる筆耕翻訳料の支出について
25,482

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
22,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 トイレ洗浄等業務委託の支出について
86,054

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 側溝・会所清掃業務委託の支出について
298,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 講堂舞台幕清掃業務委託の支出について
351,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃外業務委託の支出について
360,606

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 窓清掃業務委託の支出について
139,523

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 マグネットスクリーン　外の購入の支出について
320,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレスアンプ購入の支出について
92,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子黒板機能付液晶ディスプレイ購入の支出について
395,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「家庭の医学」外購入の支出について
354,173

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書購入の支出について
7,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 書室用図書「気をつけよう！情報モラル」外　購入の支出について
165,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「図書の修理とらの巻」外購入の支出について
171,431

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 グル―ガン外　購入の支出について
18,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 出席簿　印刷の支出について
93,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 クリーナー用バッテリィの購入の支出について
64,756

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コートフィルム　ほか　購入の支出について
30,299

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 平成３０年度　卒業アルバム購入の支出について
15,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンター　外　購入の支出について
110,026

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 入学のしおり印刷の支出について
51,300
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 ２月分使用料　　　　　　　　　　　　　　の支出について
5,783,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 水道使用料（２月分）　　　　　　　　　　の支出について
350,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラリ補修工事の支出について
93,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＡＶシステム・インタ―ホン配線補修工事の支出について
84,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 スポットライト修理の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書の生徒名等の筆耕料の支出について
14,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 廃水処理装置保守点検業務委託の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 コースロープ購入の支出について
285,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「世にも奇妙な君物語」ほか　購入の支出について
72,183

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電動鉛筆削り購入の支出について
45,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 化成肥料外　購入の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 握力計　購入の支出について
21,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂舞台天井吊物ワイヤー補修工事の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ウォータークーラー取替工事の支出について
89,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 東校舎１階男子便所給水バルブ漏水補修工事の支出について
95,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具　外　取替補修工事の支出について
121,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明設備取替補修工事の支出について
100,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館天井漏水補修工事の支出について
396,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ３号館窓ガラスの補修工事の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂舞台吊物設備補修工事の支出について
599,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール塗装補修工事の支出について
447,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 蛍光灯安定器取替補修工事の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 自動火災報知設備配線補修工事の支出について
351,243

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 第２グランド門扉補修工事の支出について
334,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館舞台吊物機構補修工事の支出について
290,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替工事の支出について
6,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 受水槽フート弁取替工事の支出について
364,068

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 高学年理科室照明器具取替補修工事の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 防球ネット補修工事の支出について
276,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館舞台緞帳補修工事の支出について
200,772

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 樹木（高木）伐採工事の支出について
972,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 パソコン教室エアコン分電盤補修工事の支出について
91,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館吊下げ式バスケットゴール補修工事の支出について
702,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校舎本館トイレ壁タイル悪所部撤去工事の支出について
892,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋上プール出入口鉄扉補修工事の支出について
412,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 男子小便器節水器補修工事の支出について
408,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食機器増設に伴う電気工事の支出について
89,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館舞台吊物機構補修工事の支出について
375,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館舞台ワイヤー等の取替工事の支出について
46,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 格技室ガラス窓補修工事の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室ガス管取替補修工事の支出について
39,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ２・３号館漏水補修工事の支出について
345,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール横投光器及び屋外水銀灯照明取替補修工事の支出について
382,374

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置　Ａー１フィルター修理工事の支出について
250,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 換気扇撤去取替工事の支出について
95,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室食品保管庫照明器具入替工事の支出について
19,440
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 廊下床面補修工事の支出について
61,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 防犯カメラ設置新設工事の支出について
561,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 校内およびプール電話機新設工事の支出について
789,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 給食室グリスフィルター設置工事の支出について
363,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 職員室電話機増移設工事の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ワイドペール購入の支出について
117,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ソファベッド　購入の支出について
68,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 配膳台　購入の支出について
50,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ガラス引違い書庫他購入の支出について
58,449

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 おわかれ会ピアノ演奏謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 「外国の遊び」にかかる講師謝礼金の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 親子サッカー指導講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 　月間絵本「こどもとしぜん」購読料の支出について
5,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 　月間絵本「こどものとも」購読料の支出について
9,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 もこちゃんチャイルド（５月号～３月号）外購入の支出について
15,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊誌「ころころえほん」外（４～３月号）購読料の支出について
10,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本　おはなし絵本（４～３月発行分）購入の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 床用ワックス購入の支出について
31,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 スリッパ購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本「かがくライブラリー」４～３月号の購読の支出について
22,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊誌「学研おはなし絵本」（４～３月分）購読料の支出について
4,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 キンダーメルヘン（５月号～３月号）購入の支出について
4,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ワンダーしぜんランド（４～３月発行分）購入の支出について
5,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 たのしくたべようニュース５～３月号購入の支出について
7,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 南門門扉の戸車補修工事の支出について
249,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 クライミング遊具補修工事の支出について
73,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 総合遊具ネット取替工事の支出について
116,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律費の支出について
21,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
6,026

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書筆耕料の支出について
10,108

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究発表会にかかる講師謝礼金の支出について
24,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 道徳研修会にかかる講師謝礼金の支出について
37,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 音楽科授業参観と指導助言にかかる講師謝礼金の支出について
11,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 授業参観及び指導助言等にかかる講師謝礼金の支出について
75,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学校図書館の活用に関する交流および講演会講師料の支出について
18,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ホワイトボードマーカー　購入の支出について
5,551

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 特別授業「盲導犬」講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国語科実技指導講師謝礼の支出について
55,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 三西クラブ体験教室にかかる講師謝礼金の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国人教育部特別授業に係る講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 伝統文化についての学習講話にかかる講師謝礼金の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 教育活動サポート業務謝礼金の支出について
64,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 算数特別授業にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 出前授業「聴覚障がい」にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権尊重教育の推進授業にかかる講師謝礼金の支出について
31,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 出前授業「聴覚障がい」にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 声楽家による音楽科授業にかかる講師謝礼金の支出について
11,520
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 障害者理解教育　講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 珠算授業講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「３・４年　絵本の読み聞かせ」にかかる講師謝礼の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語活動指導講師謝礼金の支出について
19,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権教育にかかる講師謝礼の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語教育にかかる講師謝礼金の支出について
18,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 １～６年　マナー講習講師謝礼の支出について
51,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 教育活動サポート業務謝礼金の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権教育特別授業にかかる講師謝礼金の支出について
6,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 校内の自然観察会指導にかかる講師謝礼金の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 車いす体験にかかる報償金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権教育特別授業にかかる講師謝礼金の支出について
7,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 珠算授業の指導にかかる講師料の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 母語支援員による日本語指導の謝礼金の支出について
51,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 大阪言葉体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「発達障がい理解」講座　講師謝礼金の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語特別授業にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語教育にかかる講師謝礼金の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん学習に係る講師謝金（２／２６・２７）の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学習発表会における太鼓の演奏にかかる講師謝礼金の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 小学校珠算授業にかかる講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 口と足で描く画家による講話の講師謝礼の支出について
8,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権教育特別授業にかかる講師謝礼金の支出について
9,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権教育研修講師謝礼金の支出について
12,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 伝統文化についての学習講話にかかる講師謝礼金の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 茶道教室（２／２７）にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語活動指導講師謝礼金の支出について
19,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権学習にかかる講師謝礼金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 木育体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
11,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん体験学習にかかる講師謝礼（２月分）の支出について
9,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 １年　命の授業にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 読書指導講師謝礼の支出について
21,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権学習にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語教育（２／２６）にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ネイティブの英語指導にかかる講師謝礼金の支出について
41,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国人教育部特別授業に係る講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国語学習にかかる講師謝礼金の支出について
50,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「３・４年　絵本の読み聞かせ」にかかる講師謝礼の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国人教育部特別授業に係る講師謝礼金の支出について
6,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ６年茶道体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
42,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 プログラミング教育の指導にかかる講師謝礼金の支出について
44,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん特別授業実施にかかる講師料の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話会講師謝礼の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 民族授業にかかる報償金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 茶道教室（２／２７）にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 プログラミング教育の指導にかかる講師謝礼金の支出について
31,200



平成30年度（平成31年３月）　公金支出情報
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権教育「命の学習」にかかる報償金の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国人教育部特別授業に係る講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 落語特別授業にかかる講師謝礼金の支出について
36,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ブックトークに関する講師謝礼の支出について
25,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 若手教員への指導・育成における講師謝礼金の支出について
178,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 珠算教室講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権教育（盲導犬）にかかる講師謝礼金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 いのちのふれあい体験学習にかかる講師料の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 筝曲体験にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 算数科教育講演会にかかる講師謝礼金の支出について
12,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 回転式円形書架　外購入の支出について
30,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハードパステラ外購入の支出について
159,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒液他購入の支出について
27,669

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム印外の購入の支出について
102,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 習字半紙外購入の支出について
179,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 弱性次亜塩素酸水外購入の支出について
60,045

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカ他購入の支出について
44,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 （定期刊行物）雑誌『健』（５月号～４月号）購入の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健」４～３月分購入の支出について
9,311

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土　購入の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 床用樹脂ワックス他１点購入の支出について
53,827

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミュージックスタンド　購入の支出について
89,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フレキシブル照明灯外購入の支出について
58,955

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯機　購入の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版原紙外購入の支出について
87,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健」購読料（４～３月分）の支出について
10,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
16,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教育資料用色上質紙の購入の支出について
132,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞冬号印刷の支出について
42,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式次第　印刷の支出について
46,893

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 水栓補修工事の支出について
182,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 職員室前廊下窓ガラス外補修工事の支出について
187,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館前照明灯防護パット取替工事の支出について
81,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 職員室換気扇取替修繕工事の支出について
49,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂水銀灯補修工事の支出について
27,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂誘導灯補修工事の支出について
61,214

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 洗濯機修理の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 消毒保管庫修理の支出について
74,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 換気扇修理の支出について
94,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 金庫鍵修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 消火器回収リサイクル料の支出について
30,229

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
7,840
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
10,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成３０年度卒業証書揮毫料の支出について
16,005

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校庭側溝及び会所清掃業務委託の支出について
291,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 トイレ清掃業務委託の支出について
220,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木害虫駆除業務委託の支出について
270,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 標準学力調査業務委託の支出について
21,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃の支出について
49,019

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電動裁断機購入の支出について
390,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター購入の支出について
199,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 回転式円形書架　外購入の支出について
213,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 シュレッダー購入の支出について
188,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 給食室用スポットクーラー購入の支出について
73,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「雲と天気大事典」外購入の支出について
291,587

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「調べ学習の基礎の基礎」外購入の支出について
330,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「気をつけよう情報モラル」外購入の支出について
357,615

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「情報モラル（１）」外購入の支出について
318,339

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「新版　日本史モノ事典」外　購入の支出について
332,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「調べ学習の基礎の基礎」外購入の支出について
334,561

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 海外姉妹校交流研修講師謝礼金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習（３／５）にかかる講師謝礼金の支出について
7,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 職業講話講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育講話にかかる講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習（３／５）にかかる講師謝礼金の支出について
6,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 職業講話にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 自主学習会にかかる講師謝礼金の支出について
7,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 職業講話講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 虐待防止研修講師謝礼の支出について
14,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 職場体験にかかる講師謝礼の支出について
25,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 国際理解学習にかかる講師謝礼金の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育に係る講師謝礼金の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 箏体験授業の指導にかかる講師謝礼金の支出について
38,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 職業講話　講師謝礼の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
67,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 名前ゴム印　購入の支出について
22,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メトロノーム外購入の支出について
31,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水銀灯　購入の支出について
80,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デスクサイドワゴン　外　購入の支出について
49,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 白無地ラベル　外購入の支出について
57,607

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クロッキー帳購入の支出について
17,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
49,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式次第印刷　請負の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館カーテンレールの修繕工事の支出について
107,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 校内破損ガラス入替工事の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 職員用女子トイレ手洗い場漏水補修工事の支出について
22,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 図書室前網入ガラス補修工事の支出について
46,521

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 運動場高尺フェンス補修工事の支出について
150,778
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
30,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕料の支出について
16,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
8,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃作業業務委託の支出について
114,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 キャリア教育体験型学習ー笑育ーにかかる委託料の支出について
380,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 ふれあい緑化活動業務委託の支出について
200,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「せつない動物図鑑」外　購入の支出について
184,548

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「図解でわかるＡＩ」他購入の支出について
162,699

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 特別授業「聴覚障がいの理解」講師謝礼の支出について
32,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（２月分）の支出について
148,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 ボート部　外部指導者講師料の支出について
40,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 遮光カーテン他購入の支出について
88,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 ３号館他窓ガラス補修工事の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 ワープロ教室空調機入替工事の支出について
756,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 換気扇異音補修工事の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 モノクロレーザー複合機購入の支出について
321,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 清掃用具ロッカー購入の支出について
25,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 バレー支柱埋管補修工事の支出について
167,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館出入口扉補修工事の支出について
149,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明補修工事の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
5,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 学習園花壇排水管補修工事の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂体育館幕地修繕工事の支出について
726,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 東校舎外部埋設給水管外漏水補修工事の支出について
591,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋上出入口扉鍵取替工事の支出について
42,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 トイレ洗面所センサー修理工事　の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 消防設備等補修工事の支出について
6,458

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室前屋根補修工事の支出について
274,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置　Ａ－１フィルター修理の支出について
117,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館舞台照明補修工事の支出について
30,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館高天井照明補修工事の支出について
96,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 理科室空調設備補修工事の支出について
705,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール用ろ過装置補修工事の支出について
615,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂の消防設備補修工事の支出について
232,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 トタン屋根修理の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 グラウンド防球ネット補修工事の支出について
486,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場手洗い場壁補修工事の支出について
831,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 電気室扉補修工事の支出について
324,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 太陽光発電パネル補修工事の支出について
424,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室屋外排水管詰り補修工事の支出について
237,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 男子小便器詰り修理工事の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋外手洗い場給水管漏水補修工事の支出について
380,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 別館１階特別支援教室窓ガラス入替工事の支出について
23,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室シンク水栓漏水補修工事の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ＰＣ室カーペット張替工事の支出について
294,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 硝子補修工事の支出について
4,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 ２階渡り廊下　蛍光灯改修工事の支出について
83,160
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 集会用テント　外　購入の支出について
205,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 自然探検講師謝礼金の支出について
12,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ビニールシートの購入の支出について
16,502

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊誌「ぴこちゃんえほん」（４～３月分）の購入の支出について
4,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＣＤ付き楽譜購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊誌（４～３月分）の購入の支出について
22,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 種芋　外　購入の支出について
11,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 保育用月刊誌（４月号～３月号）の購読のための支出について
36,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊しぜんキンダーブック（４月～３月号）購入の支出について
28,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 幼児教育じほう　年間購読（４～３月）の支出について
4,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
102,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊ほけんニュース　４～３月分　購入の支出について
7,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本「おはなしワンダー４～３月号」外の購読の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
12,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外　購入の支出について
2,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
75,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 出席ノート　外１件　購入の支出について
20,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　光熱水費 電気使用料（２月分）　　　　　　　　　　の支出について
3,446,626

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 幼稚園電話配線修繕一式工事の支出について
315,986

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律（グランドピアノ）外１件の支出について
37,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書揮毫料の支出について
6,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 幼稚園保育研修会にかかる講師謝礼金の支出について
13,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究授業に伴う講師謝礼の支出について
11,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究発表会実施にかかる講師謝礼の支出について
15,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 アンガーマネジメントにかかる研修会講師謝礼金の支出について
14,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究基本研修会講師謝礼の支出について
7,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「がんばる先生支援」研究発表会講演講師謝礼金の支出について
25,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 珠算教室にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
6,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 テレビ　外　購入の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
18,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
112,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
25,596

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
8,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
6,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷・製本の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 テレビ　外　購入の支出について
387,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 ２月分実習講師謝礼の支出について
34,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 和太鼓演奏学習時の講師謝礼の支出について
4,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 昔遊びにかかる報償金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育の授業にかかる講師謝礼金の支出について
5,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権教育学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 講話「地域の昔の話」講演の講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権実践授業にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 韓国民族学習（５・６年）にかかる講師謝礼金の支出について
10,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育にかかる講師謝礼金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育における講師謝礼の支出について
4,300
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん学習指導講師謝礼の支出について
8,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん体験　講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権教育にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 やはたやイングリッシュデイにかかる外国人講師料の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ４年　点字体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ５年茶道教室にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 道徳教育推進にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活科体験講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校づくりについての指導・助言に伴う講師謝礼金の支出について
41,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん指導講師料の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ４年　国際理解教育　講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 科学大好きクラブへの指導にかかる講師謝礼金の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育における講師謝礼金の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 落語特別授業にかかる講師謝礼金の支出について
7,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 いのちのふれあい体験学習にかかる講師料の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 理科特別授業（３／１）にかかる講師謝礼の支出について
12,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 将棋体験にかかる講師謝礼金の支出について
7,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語教育にかかる講師謝礼金の支出について
9,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 読み聞かせにかかる報償金の支出について
73,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校づくりについての指導・助言に伴う講師謝礼金の支出について
57,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語教育講師謝礼金の支出について
13,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 講話「世界につながるリコーダー」の講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 珠算教室にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ６年　音楽指導にかかる講師謝礼の支出について
88,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年弱視体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年弱視体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権学習にかかる講師料の支出について
8,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん講習にかかる講師謝礼金の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 オリエンテーリング説明会にかかる講師謝礼金の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習「韓国・朝鮮を知ろう」講師謝礼金の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語活動にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語活動授業にかかる講師謝礼の支出について
86,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「人権教育」にかかる講師謝礼金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語教育（３／４）にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 珠算教室にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健」３０年５月～３１年４月号購入の支出について
10,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊「健」（４月～３月分）購入の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
25,596

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル長座体前屈計購入の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机・椅子購入の支出について
360,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル　他購入の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインテープ　他　購入の支出について
37,719

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札作成の支出について
33,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＬＥＤ電球　他購入の支出について
57,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーイベント吊り下げ名札　外　購入の支出について
93,323

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スクールタイマー購入の支出について
16,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 採点ペン　外購入の支出について
55,574
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 厨房用雑品の購入の支出について
23,922

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用椅子　他購入の支出について
221,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機インク外購入の支出について
135,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒用アルコール　他　購入の支出について
125,018

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鳥巣箱　購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スタイラスペン用替え芯セットの購入の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 脚治療用踏台　外の支出について
29,635

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スーパーピアノストップ外購入の支出について
28,998

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 漢字イラストカード　外　購入の支出について
82,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
2,041,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オーディオケーブル　外　の購入の支出について
59,994

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜の土　購入の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料外購入の支出について
96,714

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 舌圧子外購入の支出について
41,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土購入の支出について
22,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携外購入の支出について
120,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 保健指導用月刊誌「健」（５～４月号）購入の支出について
10,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌「健」５月号～４月号　購入の支出について
10,596

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札製造請負の支出について
27,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク　他　購入の支出について
171,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂マット　購入の支出について
31,914

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パーティション　外購入の支出について
96,022

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 変換アダプタ　購入の支出について
89,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健康教室」５～４月号購入の支出について
12,548

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
75,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　外　購入の支出について
223,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 健康教室購読料（４～３月）の支出について
12,548

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 短冊黒板外購入の支出について
48,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
12,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホテルパン他購入の支出について
97,254

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
56,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「新しい国語　二上」外購入の支出について
128,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
977,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アコーディオン肩掛けバンド　外購入の支出について
43,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
75,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機購入の支出について
69,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外　購入の支出について
508,701

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
1,685,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コンパクト型蛍光灯購入の支出について
18,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 講堂用長椅子　購入の支出について
321,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
407,451

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業アルバム・文集購入の支出について
5,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机　外購入の支出について
213,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 角箱金槌　外　の購入の支出について
44,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルハライドランプ　外購入の支出について
258,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛け金具　購入の支出について
80,514

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名前入り名札製造の支出について
27,874
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 引き違い書庫　購入の支出について
135,691

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 卓上強力ステープラー　外　購入の支出について
27,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
249,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「図画工作１・２年下」購入の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスコンロ　購入の支出について
184,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
94,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール外　購入の支出について
158,652

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 グロッケン購入の支出について
162,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトバレーボール　外購入の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タイマー付タップ購入の支出について
23,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タイマー付タップ購入の支出について
23,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健」（４月～３月分）　外　購入の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レタリテープ　購入の支出について
18,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカ外購入の支出について
170,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
8,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク外購入の支出について
57,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤外購入の支出について
69,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリヤーホルダー　外　の購入の支出について
42,638

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
395,118

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札購入の支出について
61,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル温湿度計外購入の支出について
57,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス検知管、理科用ガスコンロ購入の支出について
47,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
144,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デスクオルガン専用椅子外購入の支出について
319,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯板　他購入の支出について
286,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食育ニュース・エコ（４～３月）購読料の支出について
16,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管外購入の支出について
201,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
793,476

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
25,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 方位磁針直し器外購入の支出について
41,131

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 保健調査票の印刷の支出について
21,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸型一重食缶他購入の支出について
201,841

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
40,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ　購入の支出について
89,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トング　他購入の支出について
15,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ものさし　他　購入の支出について
19,715

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘチマ（種）外の購入の支出について
5,119

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌　健康教室（４月～３月号）　購入の支出について
12,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸の土外購入の支出について
15,422

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プランター　外購入の支出について
55,226

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨て手袋他購入の支出について
106,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メッシュチェア購入の支出について
56,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外の購入の支出について
268,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（３学期）印刷の支出について
35,785

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の請負の支出について
48,114

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（２月分）　　　　　　　　　　の支出について
1,413,249

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室配膳棚扉補修工事の支出について
79,920
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室窓ガラス入替修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食調理室水道管漏水補修工事の支出について
152,955

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 築山板柵外やり替え工事の支出について
179,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館天井照明補修工事の支出について
158,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス回転釜　修理の支出について
16,005

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫修理の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転椅子キャスター取替修理の支出について
113,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室壁面防水スイッチカバー外取替修理の支出について
37,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 衣類乾燥機の修理の支出について
21,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室食器洗浄機修理の支出について
209,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 授業ノートＰＣ修理の支出について
81,414

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 舞台袖幕修理の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンター　修理の支出について
79,833

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動缶切機修理の支出について
29,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機修理の支出について
43,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
39,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 洗面器自動水栓不良修理の支出について
58,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室焼物機修理の支出について
37,605

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 消毒保管庫修理の支出について
69,444

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 厨房業務用冷凍冷蔵庫　修理の支出について
16,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 裁断機修理の支出について
39,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 日本語検定団体特別試験受験料の支出について
77,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律（講堂・音楽室）の支出について
17,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 日本漢字能力検定検定料の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
19,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫の支出について
2,732

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書浄書にかかる筆耕翻訳料の支出について
11,286

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
12,927

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
5,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
19,461

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料　の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
12,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書浄書にかかる経費の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書にかかる筆耕料の支出について
15,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃業務委託の支出について
57,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 防草シート敷設　業務委託の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プログラミング出前授業業務委託の支出について
153,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
66,341

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 ロボットのプログラミング授業　業務委託の支出について
150,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 講堂床清掃・ワックス塗布　業務委託の支出について
51,516
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃業務委託の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高所校舎窓清掃業務委託の支出について
42,089

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラーの購入の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 給食室用スポットクーラー購入の支出について
67,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ガス給湯器　購入の支出について
430,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 放送室音声調整卓購入の支出について
278,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー購入の支出について
67,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー購入の支出について
73,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 脚治療用踏台　外の支出について
64,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 木製書架５段２連購入購入の支出について
205,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 給食室用スポットクーラー　購入の支出について
82,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー　購入の支出について
67,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オルガン購入の支出について
239,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー（据置型）の購入の支出について
99,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー　購入の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ティンパニー購入の支出について
336,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 包丁・まな板収納ワゴン　購入の支出について
148,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 卓上封かん機　購入の支出について
127,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オルガン　購入の支出について
317,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 アコーディオン衝立購入の支出について
72,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー購入の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 給食室用スポットクーラー購入の支出について
72,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー購入の支出について
80,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 給食室用スポットクーラー　購入の支出について
98,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 給食室用スポットクーラー　購入の支出について
67,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オルガン購入の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー　購入の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 裁断機の購入の支出について
396,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー　購入の支出について
73,945

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー購入の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 配膳台　購入の支出について
1,026,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電動裁断機　購入の支出について
340,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー購入の支出について
67,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 アコーディオン　購入の支出について
87,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 給食室用スポットクーラー　購入の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ボタニカム」外購入の支出について
164,059

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「図書の修理とらの巻」外の購入の支出について
295,331

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「戦国武将人物甲胄大図鑑」外の購入の支出について
305,487

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「こども論語」　他購入の支出について
366,595

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ぼくらの大冒険」外　の購入の支出について
326,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書「水木しげる妖怪大百科」外　購入の支出について
342,801

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「山のサバイバル」他購入の支出について
69,294

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 学校図書館用図書「だじゃれ日本一周」外購入の支出について
341,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「よくわかる人工知能」外購入の支出について
296,631

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年　職業講話講師謝礼の支出について
8,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 人権学習講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 虐待防止研修講師謝礼の支出について
14,840
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育講話にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年　職業講話講師謝礼の支出について
8,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 英語科教員研修会にかかる講師謝礼金の支出について
29,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育講話にかかる講師謝礼金の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 人権学習にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年　職業講話講師謝礼の支出について
7,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 生徒向けカウンセリング実施にかかる謝礼金の支出について
12,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 人権教育にかかる講師謝礼金の支出について
25,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 人権教育学習にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 車椅子ツインバスケットボール体験学習講師謝礼の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 生徒の学力向上に向けた取組みにかかる講師謝礼の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 生徒の学力向上に向けた取組みにかかる講師謝礼の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 ２年生人権教育講話にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健」（５月号～４月号）購読料の支出について
9,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳　製造の支出について
99,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電子ピアノ外購入の支出について
48,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 モノクロレーザープリンター購入の支出について
56,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＬＡＮケーブル購入の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
262,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
383,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリヤーホルダー　外　の購入の支出について
29,613

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
91,854

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 新入生用名札製造の支出について
46,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
158,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
162,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳の製造の支出について
61,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 調理バット外　購入の支出について
126,252

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
639,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フィルムシート外購入の支出について
19,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
113,186

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
131,706

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 紫外線カットフィルター　外　購入の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鶏頭水煮缶　外　購入の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外　購入の支出について
210,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外　購入の支出について
130,994

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 二十日大根　外　購入の支出について
146,481

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック他購入の支出について
11,421

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊「健」（５月号～４月号）購入の支出について
9,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 防草砂購入の支出について
21,114

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 読売新聞（４月～１２月）購読料の支出について
36,333

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 修正テープ　外購入の支出について
81,037

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教材「平成３０年度高校入試問題」外購入の支出について
39,985

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 行事表示用差替ポスターの購入の支出について
15,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スプリングハードル　購入の支出について
138,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
613,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌　「健」４～３月号外購入の支出について
22,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 中学の広場　購入の支出について
89,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健」（４～３月分）の支出について
9,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 校旗　外　購入の支出について
16,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
71,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳印刷の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学級委員章　購入の支出について
28,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 箏爪外購入の支出について
43,578

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 方位磁針　他　購入の支出について
114,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
460,274

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スチール書庫購入の支出について
48,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌バンドジャーナル外（４月分～３月分）購読料の支出について
108,715

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スケッチブック購入の支出について
37,476

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
54,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 枝付フラスコセット外購入の支出について
60,631

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業証書筆耕と公印の印刷の支出について
4,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（２月分）　　　　　　　　　　の支出について
323,338

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 通用門外塗装補修工事の支出について
88,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 運動会倉庫屋根補修工事の支出について
164,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 特別支援教室畳張替修理の支出について
135,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 男子小便器センサー修理の支出について
183,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 移動式バスケットゴール解体処分の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 体育館天井電球取替の支出について
84,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
9,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書　筆耕料の支出について
29,933

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕と公印の印刷の支出について
11,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 樹木剪定外業務委託の支出について
291,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
98,811

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テント　購入の支出について
404,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 配膳台　購入の支出について
297,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テレビ購入の支出について
84,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 バスドラム　購入の支出について
156,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 調理バット外　購入の支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「満願」外購入の支出について
32,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書改訂版調べ学習の基礎の基礎外購入の支出について
189,511

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 特別授業「聴覚障がいの理解」講師謝礼の支出について
32,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トランシーバー　購入の支出について
99,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 モデリングライト　購入の支出について
6,566

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
125,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
25,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ラワンベニヤ　外２点購入の支出について
42,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
432,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外　購入の支出について
51,235

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
42,962

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
15,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
140,778



平成30年度（平成31年３月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
204,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 平机他購入の支出について
60,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
29,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ビデオカメラ外購入の支出について
342,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
66,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
26,287

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 「入学のしおり」印刷の支出について
59,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 入学のしおり　印刷の支出について
47,206

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 「入学の手引き」印刷の支出について
58,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（２月分）　　　　　　　　　　の支出について
295,297

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 正門戸当り金物取付補修工事の支出について
73,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 テニスコートライン張替補修工事の支出について
189,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 ドラフター修理の支出について
190,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 ドラフター修理の支出について
368,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 耐火金庫修理の支出について
56,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 保護者通知文送付に伴う郵便切手購入（３／２９）の支出について
71,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 害虫駆除業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 電波障害共架料の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 平机他購入の支出について
31,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ購入の支出について
15,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 フラッグポール取替補修工事の支出について
399,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 格技室窓手摺撤去工事の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 誘導灯等補修工事の支出について
295,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具取替補修工事の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
25,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 グリストラップ清掃作業一式業務委託の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 北面（藤修館裏）ブロック塀改修工事の支出について
993,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 配膳台　購入の支出について
253,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 液晶モニター購入の支出について
76,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 自転車　購入の支出について
164,000

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
232,740

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
293,216

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
96,080

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
3,000

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
553,814

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
28,900

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
220

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
690

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
1,120

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
1,684

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
4,840

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
2,415

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
3,119

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
5,000

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
3,180

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
2,415

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
1,300
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教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
1,070

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
890

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
2,170

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
460

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
324

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
1,206

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
36,376

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
6,040

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
1,561

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
44,456

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
2,211

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
14,920

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
4,148

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
137,397

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
1,512

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
6,192

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
3,502

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
9,214

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
6,220

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
3,316

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
3,196

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
9,530

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
3,600

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
6,328

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
2,986

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
18,130

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
2,370

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
3,044

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
6,006

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
1,580

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
460

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
27,395

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
4,714

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
2,452

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
2,378

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
1,836

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
13,535

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
2,478

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
6,435,210

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
11,422

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
720

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
1,920

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
1,352

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
8,305

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
8,012

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
16,322

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
4,188
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教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
5,420

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
2,018

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
19,087

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
7,364

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
1,090

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
3,320

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
1,504

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
880

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
1,490

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
1,554

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
1,760

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
3,646

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
2,216

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
2,838

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
920

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
8,002

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
1,500

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
620

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
1,536

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
4,128

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
1,160

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
1,240

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
10,344

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
3,244

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
12,206

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
2,884

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
3,242

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
6,634

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
6,496

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
12,800

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
115,348

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
2,220

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
6,055

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
303,968

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
4,328

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　１月分）の支出について
5,746

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
2,524

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
7,210

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
1,432

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
3,598

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
440

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
10,137

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
3,818

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
4,770

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
1,632

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
4,680

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
1,344
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教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
1,516

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
4,664

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
25,838

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
2,020

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
1,710

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
972

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
920

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
17,808

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
4,044

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
1,238

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
726

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
1,524

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
3,024

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
1,252

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
2,660

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
1,300

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
1,610

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
5,066

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
316,106

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
10,130

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
5,182

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
8,880

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
79,962

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
50,910

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
460

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
14,720

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
36,020

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
16,244

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
3,003,042

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　１月分）の支出について
1,720

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
31,407

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
439,023

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
35,620

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
663,165

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
38,340

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
3,470

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
540

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
5,100

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 報酬　校医等報酬 校医等報酬第４期の支給について
26,487,000

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月20日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 報酬　校医等報酬 校医等報酬第４期の支給について
145,607,400

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月20日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 報酬　校医等報酬 校医等報酬第４期の支給について
65,894,600

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 報酬　校医等報酬 校医等報酬第４期の支給について
11,363,100

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
47,788

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
26,240

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
37,860

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
337,098

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成31年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
479,310
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消防局 総務課 平成31年03月01日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎管理用　平成30年度大阪市消防局庁舎ほか87か所産業廃棄物収集運搬処理業務委託料（１月分）
324,518

消防局 総務課 平成31年03月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 災害待機宿舎用　電話使用料（あべのシャルム）の支出について（２月分）
8,106

消防局 総務課 平成31年03月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 予防広報用　電話使用料（広報パソコンプロバイダ料）の支出について（１月分）
2,678

消防局 総務課 平成31年03月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　電話使用料（北消防署梅田出張所北方面隊）の支出について（１月分）
3,715

消防局 総務課 平成31年03月06日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　消防局（施設課Ａ２）乾式電子複写機及び関連消耗品の経費の支出について（１月分）
32,659

消防局 総務課 平成31年03月08日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　燃料費 庁舎管理用　ＬＰＧ料金の支出について（２月分）
30,511

消防局 総務課 平成31年03月08日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　航空隊基地水道料金の支出について（１月分）
2,721

消防局 総務課 平成31年03月08日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 ヘリ動態管理用　データサービス利用料（航空隊イリジウム）の支出について（１月分）
47,825

消防局 総務課 平成31年03月08日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 消防活動用　電話使用料（方面隊イリジウム）の支出について（１月分）
5,900

消防局 総務課 平成31年03月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 災害備蓄用　災害備蓄用食糧（クラッカー）ほか２点買入及び同経費の支出について
1,018,483

消防局 総務課 平成31年03月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 災害待機宿舎用　電話使用料（小川ハイツ２室分）の支出について（２月分）
5,404

消防局 総務課 平成31年03月13日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 事務連絡用　郵便切手280円ほか６点　買入及び同経費の支出について
326,200

消防局 総務課 平成31年03月13日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 消防出初式用　消防出初式撮影等及び記録映像制作業務委託経費の支出について
1,238,760

消防局 総務課 平成31年03月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 災害活動支援隊用　委嘱状郵送に伴う経費の支出について
115,083

消防局 総務課 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 総務課用　管外出張旅費に支出について（東京消防葬における記録及び現地調整に伴う派遣）
29,240

消防局 総務課 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 総務課用　管外出張旅費に支出について（東京消防葬への出席）
29,800

消防局 総務課 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　梅田出張所光熱水費の支出について（２月分）
229,454

消防局 総務課 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　地域冷暖房ガス料金の支出について（２月分）
24,822

消防局 総務課 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　道頓堀出張所電気・水道料金の支出について（２月分）
234,701

消防局 総務課 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 災害待機宿舎用　電話使用料（小川ハイツ）の支出について（２月分）
2,702

消防局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
29,646

消防局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
36,813

消防局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　北消防署ほか２５か所　電気料金の支出について（２月分）
5,275,731

消防局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室水道料金の支出について（２月分）
7,781

消防局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,180

消防局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 災害活動支援隊用　退任表彰者への表彰楯及び関係書類の送付に係る経費の支出について
34,870

消防局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
12,630

消防局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室水道料金の支出について（２月分）
7,780

消防局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室電気料金の支出について（２月分）
11,503

消防局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室電気料金の支出について（２月分）
160,131

消防局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　西九条出張所電気料金の支出について（２月分）
180,893

消防局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　消防局庁舎下水道料金の支出について（２月分）
221,108

消防局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 災害待機宿舎用　電話使用料（シティコーポ今福鶴見）の支出について（２月分）
2,702

消防局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎管理用　大阪市消防局庁舎受付案内業務委託の経費の支出について（２月分）
481,734

消防局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎管理用　大阪市消防局庁舎清掃業務委託（長期継続）の経費の支出について（２月分）
896,400

消防局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室電気料金の支出について（２月分）
155,674

消防局 総務課 平成31年03月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　損害保険料 消防活動用　自動車損害共済費（その４）の支出について
13,806

消防局 総務課 平成31年03月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 消防職員宿直用　救急安心センター業務用　消防局寝具一式概算長期借入経費の支出について（２月分）
30,213

消防局 総務課 平成31年03月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 消防職員宿直用　救急安心センター業務用　消防局寝具一式概算長期借入経費の支出について（２月分）
2,731,942

消防局 総務課 平成31年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　印刷製本費 災害活動支援隊用　隊員証の作成及び同経費の支出について
137,635

消防局 総務課 平成31年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎管理用　平成３０年度大阪市消防局庁舎ほか８６か所一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（２月分）
282,690

消防局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　其他委員等旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（２月分）
8,370

消防局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（２月分）
224,015

消防局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　消防局（総務課）ほか１か所カラーデジタル複合機の経費の支出について（２月分）
23,823

消防局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　消防局（施設課Ａ２）乾式電子複写機及び関連消耗品の経費の支出について（２月分）
1,555

消防局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用・警防事務用　消防局（人事課）ほか６か所乾式デジタル複合機の経費の支出について（２月分）
54,750

消防局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　トイレットペーパーほか15点　買入経費の支出について
218,099
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消防局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 各種会議用　プロジェクターほか３点の購入及び同経費の支出について
102,816

消防局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用・警防事務用　消防局（人事課）ほか６か所乾式デジタル複合機の経費の支出について（２月分）
89,799

消防局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　警防事務用　消防局（総務課モノクロ）ほか３か所乾式デジタル複合機　長期借入（単価契約）に係る経費の支出について（２月分）
47,708

消防局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　警防事務用　消防局（総務課モノクロ）ほか３か所乾式デジタル複合機　長期借入（単価契約）に係る経費の支出について（２月分）
40,405

消防局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　立葉出張所ガス料金の支出について（３月分）
571

消防局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　阿倍野防災センター・南方面隊電気料金の支出について（２月分）
228,305

消防局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 警防活動用　高所カメラ（あべのハルカス）電気料金の支出について（２月分）
32,400

消防局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　小松出張所水道料金の支出について（３月分）
756

消防局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 消防活動用　電話使用料（アイサットフォン・ＢＧＡＮ衛星携帯電話）の支出について（２月分）
24,478

消防局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 備品購入費　機械器具費 各種会議用　プロジェクターほか３点の購入及び同経費の支出について
139,320

消防局 人事課 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　印刷製本費 消防公務之証更新用　消防公務之証（消防吏員用）の印刷並びに同経費の支出について
31,492

消防局 人事課 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　印刷製本費 職員表彰用　表彰状Ａほか２点印刷及び同経費の支出について
48,600

消防局 人事課 平成31年03月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 人事課用　管外出張旅費の支出について（女性消防吏員活躍推進アドバイザー派遣状況視察）
19,960

消防局 人事課 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 人事課用　管外出張旅費の支出について（特別研修員の出張３月１日）
29,240

消防局 人事課 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 人事課用　管外出張旅費の支出について（平成31年度消防庁等への職員派遣に係る勤務条件等の調整会議）
61,420

消防局 人事課 平成31年03月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 衛生管理用　雇入れ時健康診断業務委託の実施及び経費の支出について
703,296

消防局 人事課 平成31年03月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 職員健康管理用　平成30年度ＨＢワクチン接種前検査ほか３件の実施及び同経費の支出について
3,225,549

消防局 人事課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 人事課用　管外出張旅費の支出について（特別研修員の出張３月18日）
29,760

消防局 施設課 平成31年03月04日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　被服費 消防職員用　活動服上衣Ｂほか２点の買入経費の支出について
14,284,512

消防局 施設課 平成31年03月04日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用　北消防署待機室その他改修ガス設備工事の経費の支出について
732,240

消防局 施設課 平成31年03月06日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用　中央消防署東雲出張所給水ポンプ改修工事の経費の支出について（前払金）
580,000

消防局 施設課 平成31年03月06日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用　港消防署田中出張所給排水ポンプ改修工事の経費の支出について（前払金）
690,000

消防局 施設課 平成31年03月07日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎管理用　消防局（西消防署併設）ほか３か所エレベーター保守点検業務委託（長期継続）の契約変更の経費の支出について（10,11,12,1月分）
1,459,296

消防局 施設課 平成31年03月07日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎管理用　大阪市消防局庁舎（西消防署併設）施設維持管理業務委託　長期継続　の経費の支出について（１月分）
1,998,540

消防局 施設課 平成31年03月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 総務省消防庁等派遣者用　宿舎（パレステュディオ四谷）賃借料の支出について（３月分）その２
94,500

消防局 施設課 平成31年03月13日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　燃料費 自動車燃料用　揮発油（消防局）第４四半期に係る経費の支出について（１月分）
3,977,856

消防局 施設課 平成31年03月13日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　燃料費 自動車燃料用　軽油（消防局）第４四半期に係る経費の支出について（１月分）
398,832

消防局 施設課 平成31年03月13日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　燃料費 消防艇燃料用　軽油（消防局）第４四半期（水上消防署）に係る経費の支出について（１月分）
270,432

消防局 施設課 平成31年03月13日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　燃料費 自動車燃料用　軽油スタンド給油分（旭消防署）に係る経費の支出について（１月分）
87,612

消防局 施設課 平成31年03月13日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　燃料費 自動車燃料用　揮発油（レギュラー）スタンド給油分（旭消防署）に係る経費の支出について（１月分）
186,982

消防局 施設課 平成31年03月13日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　燃料費 消防ヘリコプター用　燃料に係る経費の支出について（１月分）
1,963,742

消防局 施設課 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　燃料費 自動車燃料用　軽油スタンド給油分（消防局）に係る経費の支出について（１月分）
951,980

消防局 施設課 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　燃料費 自動車燃料用　揮発油（レギュラー）スタンド給油分（消防局）に係る経費の支出について（１月分）
3,341,414

消防局 施設課 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　被服費 消防職員用　女性用夏服上衣ほか１点の買入経費の支出について
388,800

消防局 施設課 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎管理用　港災害待機宿舎施設管理委託料の支出について（３月分）
6,300

消防局 施設課 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 災害対応用　住之江消防署南港出張所クレーン年次点検業務委託の経費の支出について
70,200

消防局 施設課 平成31年03月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎管理用　東淀川消防署エレベーター保守点検業務委託（長期継続）の経費の支出について（１月分）
61,560

消防局 施設課 平成31年03月18日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 委託料　委託料 庁舎整備用　北消防署ほか２カ所外装仕上塗材成分分析調査業務委託（その２）の経費の支出について
448,200

消防局 施設課 平成31年03月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　消防局庁舎ゴンドラ設備修理の経費の支出について（台風２１号に伴う被災）
972,000

消防局 施設課 平成31年03月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　住之江消防署南港出張所待機室その他補修工事の経費の支出について（台風２１号に伴う被災）（完成金分）
1,050,960

消防局 施設課 平成31年03月19日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備費　阿倍野消防署待機室その他改修工事の経費の支出について
545,400

消防局 施設課 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　燃料費 消防ヘリコプター用　他空港給油分（転院搬送）に係る経費の支出について（２月分）（熊本空港）
108,049

消防局 施設課 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　燃料費 消防ヘリコプター用　他空港給油分（転院搬送）に係る経費の支出について（２月分）（大分空港）
78,300

消防局 施設課 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　天王寺消防署汚水ポンプ補修工事の経費の支出について
559,980

消防局 施設課 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　被服費 消防職員用　女性用活動服上衣Ｂほか２点の買入経費の支出について
657,126

消防局 施設課 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　被服費 消防職員用　夏服上衣ほか１点の買入経費の支出について
2,732,918

消防局 施設課 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎管理用　北消防署梅田出張所施設管理委託料の支出について（３月分）
370,734
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消防局 施設課 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 負担金、補助及交付金　分担金 庁舎管理用　北消防署梅田出張所修繕積立金の支出について（３月分）
105,024

消防局 施設課 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 需用費　消耗品費 庁舎整備用　ガステーブルコンロＡほか２点の購入経費及びリサイクル料の支出について
41,040

消防局 施設課 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 需用費　消耗品費 庁舎整備用　米びつほか２点の購入経費の支出について
72,576

消防局 施設課 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 役務費　手数料 庁舎整備用　ガステーブルコンロＡほか２点の購入経費及びリサイクル料の支出について
4,968

消防局 施設課 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用　高度専門教育訓練センター自動火災報知設備等改修工事の経費の支出について
1,663,200

消防局 施設課 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 備品購入費　庁用器具費 庁舎整備用　食器棚の購入経費の支出について
209,520

消防局 施設課 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 備品購入費　庁用器具費 庁舎整備用　米びつほか２点の購入経費の支出について
103,680

消防局 施設課 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 備品購入費　庁用器具費 庁舎整備用　ガステーブルコンロＡほか２点の購入経費及びリサイクル料の支出について
448,632

消防局 施設課 平成31年03月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　旭消防署ガスヒートポンプ式空調設備修理の経費の支出について
517,479

消防局 施設課 平成31年03月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　被服費 消防職員用　雨衣上衣ほか１点の買入経費の支出について
11,786,256

消防局 施設課 平成31年03月22日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用　北消防署待機室その他改修電気設備工事の経費の支出について（完成金分）
969,200

消防局 施設課 平成31年03月22日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用　旭消防署受電用柱上開閉器改修電気設備工事の経費の支出について
1,328,400

消防局 施設課 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　ガス警報器Ａほか１点の購入及び同経費の支出について
240,840

消防局 施設課 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　被服費 消防職員用　女性用夏服ズボンの買入経費の支出について
215,784

消防局 施設課 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 負担金、補助及交付金　分担金 庁舎管理用　大阪市高速電気軌道株式会社庁舎維持管理費消防局負担金の支出について（平成30年度分）
659,880

消防局 施設課 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用　住之江消防署構内舗装改修工事の設計変更にかかる経費の支出について
2,073,600

消防局 施設課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 庁舎管理用　平成３０年度北消防署ほか２８か所特定建築物等定期点検業務委託（建築設備・防火設備）の経費の支出について
11,436

消防局 施設課 平成31年03月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　被服費 消防職員用　防寒衣（ジャンパー型）（その２）の買入経費の支出について
3,804,559

消防局 施設課 平成31年03月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎管理用　平成３０年度北消防署ほか２８か所特定建築物等定期点検業務委託（建築設備・防火設備）の経費の支出について
1,883,482

消防局 施設課 平成31年03月26日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用　水上消防署ガス吸収式空調設備その他改修電気設備工事の経費の支出について
6,622,560

消防局 施設課 平成31年03月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 庁舎管理用　平成３０年度北消防署ほか２８か所特定建築物等定期点検業務委託（建築設備・防火設備）の経費の支出について
16,682

消防局 施設課 平成31年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎管理用　此花消防署ほか１か所エレベーター保守点検業務委託（長期継続）の経費の支出について（２月分）
121,068

消防局 施設課 平成31年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎管理用　東淀川消防署エレベーター保守点検業務委託（長期継続）の経費の支出について（２月分）
61,560

消防局 施設課 平成31年03月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎管理用　消防局（西消防署併設）ほか３か所エレベーター保守点検業務委託（長期継続）の経費の支出について（２月分）
364,824

消防局 施設課 平成31年03月28日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 委託料　委託料 庁舎整備用　浪速消防署立葉出張所新築工事に伴う有線テレビ引込工事に係る経費の支出について
32,400

消防局 施設課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 庁舎管理用　北消防署ほか６か所地下貯蔵タンク及び附属地下埋設配管漏洩点検等業務委託の経費の支出について
4,738

消防局 施設課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　航空隊オーバーヘッドドア補修工事（２）の経費の支出について
165,240

消防局 施設課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　被服費 消防職員用　女性用活動服上衣Ａ（新規採用者用）ほか１点の購入経費の支出について（第２納期分）
112,428

消防局 施設課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　被服費 消防職員用　女性用夏服ズボン（新規採用者用）の買入経費の支出について（第２納期分）
47,952

消防局 施設課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　被服費 消防職員用　活動服上衣Ｂ（新規採用者用）ほか２点の買入経費の支出について（第２納期分）
2,924,791

消防局 施設課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　被服費 消防職員用　女性用冬帽（新規採用者用）ほか１点の買入経費の支出について（第２納期分）
52,002

消防局 施設課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　被服費 消防職員用　女性用夏服上衣（新規採用者用）ほか１点の買入経費の支出について（第２納期分）
89,424

消防局 施設課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　被服費 消防職員用　活動帽（新規採用者用）の購入経費の支出について（第２納期分）
238,896

消防局 施設課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　被服費 消防職員用　制服用名札の買入経費の支出について（第２納期分）
30,240

消防局 施設課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　被服費 災害活動用　機関員用ゴム長靴の買入経費の支出について
846,720

消防局 施設課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　被服費 消防職員用　冬服上衣（新規採用者用）ほか１点の買入経費の支出について（第２納期分）
1,534,032

消防局 施設課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　被服費 消防職員用　ネクタイ（新規採用者用）の購入経費の支出について（第２納期分）
238,896

消防局 施設課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　被服費 災害活動用　救急隊用保安帽の買入経費の支出について
329,994

消防局 施設課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　被服費 消防職員用　夏服ズボンの買入経費の支出について
1,222,452

消防局 施設課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　被服費 消防職員用　女性用活動服上衣Ｂ（新規採用者用）ほか２点の買入経費の支出について（第２納期分）
135,270

消防局 施設課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　被服費 消防職員用　女性用冬服上衣（新規採用者用）ほか１点の買入経費の支出について（第２納期分）
81,000

消防局 施設課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎管理用　平成３０年度旭消防署ほか３か所空調設備定期点検業務委託の経費の支出について
280,800

消防局 施設課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎管理用　大阪市消防局庁舎（西消防署併設）施設維持管理業務委託　長期継続　の経費の支出について（２月分）
3,371,112

消防局 施設課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎管理用　平成30年度北消防署梅田出張所防災管理点検業務委託の経費の支出について
91,800

消防局 施設課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎管理用　北消防署ほか６か所地下貯蔵タンク及び附属地下埋設配管漏洩点検等業務委託の経費の支出について
683,870

消防局 施設課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 高所カメラ情報収集用　機器場所（あべのハルカス）賃借料の支出について（２月分）
129,600

消防局 施設課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 庁舎管理用　生野消防署中川出張所用地賃借料の支出について（平成30年4月～平成31年2月11日分）
475,177
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消防局 施設課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 庁舎管理用　生野消防署中川出張所用地賃借料の支出について（第１四半期～第３四半期分）
822,933

消防局 施設課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 庁舎管理用　生野消防署中川出張所用地賃借料の支出について（平成30年4月～平成31年2月11日分）
475,177

消防局 施設課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 委託料　委託料 庁舎整備用　東淀川消防署小松出張所新築工事に伴う有線テレビ引込工事に係る経費の支出について
102,600

消防局 施設課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用　水上消防署ガス吸収式空調設備その他改修工事の経費の支出について（完成金分）
17,820,000

消防局 施設課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 庁舎管理用　北消防署ほか６か所地下貯蔵タンク及び附属地下埋設配管漏洩点検等業務委託の経費の支出について
6,912

消防局 予防課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　生野分室樹木剪定業務委託及び同経費の支出について
17,058

消防局 予防課 平成31年03月01日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　生野分室樹木剪定業務委託及び同経費の支出について
55,259

消防局 予防課 平成31年03月01日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 指定管理業務用　平成30年度大阪市立阿倍野防災センター管理運営業務の実施及び同経費の支出について（１月分）
7,763,833

消防局 予防課 平成31年03月01日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　生野分室樹木剪定業務委託及び同経費の支出について
24,883

消防局 予防課 平成31年03月08日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 報償費　報償金 防火管理等講習事業用　平成31年度に実施する防火・防災管理等講習で使用する教材の選定に係る謝礼金の支出について
15,560

消防局 予防課 平成31年03月08日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 防火管理等講習用　防火管理等講習開催に伴う施設等使用料（大阪市立西区民センター）の支出について（平成３１年２月分）
175,200

消防局 予防課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 庁舎管理用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）植栽選定業務委託の支出について（第４回目）
12,139

消防局 予防課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 庁舎管理用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）植栽選定業務委託の支出について（第４回目）
4,946

消防局 予防課 平成31年03月11日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 庁舎管理用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）植栽選定業務委託の支出について（第４回目）
9,998

消防局 予防課 平成31年03月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎管理用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）植栽選定業務委託の支出について（第４回目）
9,637

消防局 予防課 平成31年03月13日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 防火・防災研修用　食用油の買入並びに同経費の支出について
25,174

消防局 予防課 平成31年03月13日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　燃料費 防火・防災研修用　灯油ほか１点の買入並びに同経費の支出について
108,000

消防局 予防課 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 火災調査用石油ストーブほか３点の購入経費の支出について
63,984

消防局 予防課 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 使用料及賃借料　使用料 消防施設整備用　阿倍野防災センター整備事業に係る写真の使用料の支出について
388,800

消防局 予防課 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 使用料及賃借料　使用料 消防施設整備用　阿倍野防災センター整備事業に係る映像資料及び写真の使用料の支出について
270,000

消防局 予防課 平成31年03月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　船車賃借料 火災調査教養用　車両鑑識研修用自動車の借入経費の支出について
50,760

消防局 予防課 平成31年03月18日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 使用料及賃借料　使用料 消防施設整備用　阿倍野防災センター整備事業に係る新聞資料及び写真の使用料の支出について
382,320

消防局 予防課 平成31年03月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　印刷製本費 火災予防普及啓発用　春の火災予防運動用防火ポスター（大阪市消防局）Ｂ３判ほか３点印刷の経費の支出について
104,340

消防局 予防課 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 予防業務用　立入検査用かばんの購入及び同経費の支出について
49,410

消防局 予防課 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 火災調査用　ガスクロマトグラフ分析装置の点検業務委託経費の支出について
266,536

消防局 予防課 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自主防災体制助長用　自主防災指導業務委託料の支出について（平成31年２月分）
14,643,000

消防局 予防課 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自主防火管理体制促進用　消防訓練指導業務委託経費の支出について（２月分）
11,933,550

消防局 予防課 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 指定管理業務用　平成30年度大阪市立阿倍野防災センター管理運営業務の実施経費の支出について（２月分）
7,763,833

消防局 予防課 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 使用料及賃借料　使用料 消防施設整備用　阿倍野防災センター整備事業に係る写真の使用料の支出について
4,320

消防局 予防課 平成31年03月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　印刷製本費 火災予防普及啓発用　住宅火災予防パンフレット（Ａ４・三つ折り）印刷経費の支出について
293,641

消防局 予防課 平成31年03月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 予防課用　管外出張旅費の支出について（「平成31年度都道府県予防事務担当者会議」の事前調整）
29,240

消防局 予防課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 報償費　報償金 防火管理等講習事業用　防火管理等講習に係る講師謝礼金の支出について（２月分）
659,070

消防局 予防課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 防火防災研修用　ポスターフレーム買入経費の支出について
47,466

消防局 予防課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 防火管理等講習用　防火管理等講習開催に伴う施設等使用料（大阪市立西区民センター）の支出について（平成３１年３月）
92,800

消防局 予防課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 備品購入費　機械器具費 火災燃焼実験用　超音波カッターの購入経費の支出について
95,040

消防局 予防課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 委託料　委託料 消防施設整備用　阿倍野防災センター産業廃棄物（粗大ゴミ）収集、運搬及び処理業務経費の支出について
90,720

消防局 規制課 平成31年03月08日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 危険物鑑定業務用　温度計ほか３点の購入経費の支出について
13,651

消防局 規制課 平成31年03月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 保安三法関係事務用　「高圧ガス保安法規集ほか２点」の購入及び「図書購入に伴う送料」に伴う経費の支出について
428,213

消防局 規制課 平成31年03月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 保安三法関係事務用　「高圧ガス保安法規集ほか２点」の購入及び「図書購入に伴う送料」に伴う経費の支出について
9,450

消防局 規制課 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 規制課事務参考用　新耐火防火構造・材料等便覧（追録936-937号合併）ほか１点の購入経費の支出について
14,086

消防局 規制課 平成31年03月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 規制課事務用　安全弁試験装置の圧力計の点検・校正及び取外し・取付け業務委託にかかる経費の支出について
35,100

消防局 規制課 平成31年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 規制課用　管外出張旅費の支出について（平成30年度石油コンビナート事務担当者研修会及び都道府県及び指定都市危険物規制事務担当者会議）
28,160

消防局 規制課 平成31年03月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 規制課事務用　安全弁試験装置の連成計の点検・校正業務委託にかかる経費の支出について
29,160

消防局 規制課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 規制課事務参考用　高圧ガス保安法令例規集（追録２６７号）ほか５点の購入経費の支出について
24,410

消防局 規制課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　印刷製本費 火災予防啓発用　消防用設備等点検啓発用リーフレットほか１点の印刷及び同経費の支出について
171,663

消防局 警防課 平成31年03月01日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　非常参集共同サーバ使用料・ドメイン管理料に係る経費の支出について（１月分）
8,640

消防局 警防課 平成31年03月01日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 消防活動用　発信地システム使用料の支出について（1月分）
519,674
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消防局 警防課 平成31年03月01日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 委託料　委託料 消防活動用　浪速出張所ST86車載デジタル無線機積替業務委託に係る経費の支出について
289,224

消防局 警防課 平成31年03月04日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　フォークリフトの特定自主検査整備業務委託（１）その２の経費の支出について
102,146

消防局 警防課 平成31年03月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 防災情報・非常参集用　プロバイダ等使用料に係る経費の支出について（１月分）
7,116

消防局 警防課 平成31年03月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　回線（天王寺指令センター）利用料の支出について（2月分）
29,756

消防局 警防課 平成31年03月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 自動車整備用　高圧ガス製造許可申請・完成検査手数料の経費の支出について
19,250

消防局 警防課 平成31年03月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 備品購入費　機械器具費 警防活動用　チェーンソーの購入経費の支出について
463,320

消防局 警防課 平成31年03月05日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 備品購入費　機械器具費 大震火災対策事業用　可搬式ポンプ収納庫買入（その３）並びに同経費の支出について
423,360

消防局 警防課 平成31年03月06日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　チェーンソー用替鋸刃Ａほか８点の買入及び同経費の支出について
650,376

消防局 警防課 平成31年03月06日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　ショベルほか１点（その２）の買入及び同経費の支出について
32,400

消防局 警防課 平成31年03月06日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 自動車整備用　自動車用充電器買入の経費の支出について
71,280

消防局 警防課 平成31年03月06日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　車両番号表示シールＡほか３点の購入及び同経費の支出について
16,200

消防局 警防課 平成31年03月06日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 自動車登録用　自動車変更登録・一時抹消登録手数料６０台分の経費の支出について
21,000

消防局 警防課 平成31年03月07日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 報償費　報償金 消防情報システム用　消防局総合評価一般競争入札第２回評価会議に伴う委員報償金の支出について
52,840

消防局 警防課 平成31年03月07日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防事務用プリンタインクカートリッジＡほか８点の買入について
14,850

消防局 警防課 平成31年03月07日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 ヘリコプター整備用　航空機局「おおさか」「なにわ」無線機器検査業務委託にかかる支出について
1,029,024

消防局 警防課 平成31年03月08日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 救助訓練用　生コンクリート購入の支出について
76,896

消防局 警防課 平成31年03月08日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　平成３０年度消防車の定期点検整備、継続検査整備（４）業務委託（概算契約）の経費の支出について（２月分）
286,740

消防局 警防課 平成31年03月08日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　救急車（Ａ３７２）ほか１台の車両整備業務委託の経費の支出について
23,695

消防局 警防課 平成31年03月08日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　高圧ガス製造設備（救助支援車積載）定期自主検査業務委託に係る経費支出について
2,033,802

消防局 警防課 平成31年03月08日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 旅費　普通旅費 消防活動用　消防自動車（原液搬送車）製造に伴う完成検査出張旅費の支出について
58,760

消防局 警防課 平成31年03月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 自動車登録用　救急車新規登録リサイクル料金１２台分の経費の支出について
170,280

消防局 警防課 平成31年03月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 救助訓練用　平成３１年大阪市消防出初式訓練施設設営撤去業務委託及び同経費の支出について
140,940

消防局 警防課 平成31年03月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 警防活動用　絶縁用保護具等（全７点）の定期自主検査業務委託経費の支出について（概算契約）
902,372

消防局 警防課 平成31年03月13日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 救助訓練用　保護布の購入経費の支出について
32,400

消防局 警防課 平成31年03月13日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 救助活動用　救助ロープ（白色）ほか４点の購入及び同経費の支出について
7,371,000

消防局 警防課 平成31年03月13日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　消防車（ＳＴ２６８）ほか１台の車両整備業務委託の経費の支出について
64,829

消防局 警防課 平成31年03月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 報酬　其他委員等報酬 災害活動支援隊用　平成30年度災害活動支援隊定期訓練に実施にかかる報酬費の支出について（１月実施分　その２）
7,500

消防局 警防課 平成31年03月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 救助活動用　フローティングロープの購入及び同経費の支出について
544,320

消防局 警防課 平成31年03月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 救助活動用　強化訓練用ロープＡほか３点の購入及び同経費の支出について
984,960

消防局 警防課 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　平成３０年度救急車の定期点検整備、継続検査整備業務委託（概算契約）の経費の支出について（２月分）
1,196,944

消防局 警防課 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　平成３０年度消防車の定期点検整備、継続検査整備（３）業務委託（概算契約）の経費の支出について（２月分）
487,296

消防局 警防課 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 工事請負費　改修工事費 消防活動用　平成30年度防火水槽補強工事の設計変更並びに同経費の支出について（完成金）
66,213,160

消防局 警防課 平成31年03月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 救助活動用　水難救助用ドライスーツほか４点の購入経費の支出について
934,848

消防局 警防課 平成31年03月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　防塵メガネ（その３）の購入及び同経費の支出について
113,400

消防局 警防課 平成31年03月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　消防車（ＤＣ12）の車両整備業務委託の経費の支出について
68,817

消防局 警防課 平成31年03月18日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 需用費　消耗品費 庁舎整備用　ＰＨＳ端末ほか５点の購入経費の支出について
106,488

消防局 警防課 平成31年03月18日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 備品購入費　自動車購入費 消防活動用　消防自動車（所轄指揮車）購入の経費の支出について
21,571,920

消防局 警防課 平成31年03月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用ボンベ（小型）の購入及び同経費の支出について
8,590,320

消防局 警防課 平成31年03月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 救助活動用　低圧用ゴム手袋の購入及び同経費の支出について
46,440

消防局 警防課 平成31年03月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　消火栓蓋開閉器具の買入及び同経費の支出について
1,370,304

消防局 警防課 平成31年03月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　平成３０年度消防車の定期点検整備、継続検査整備（１）業務委託（概算契約）の経費の支出について（２月分）
3,522,889

消防局 警防課 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 消防情報システムネットワークにかかる通信サービスの提供　長期継続契約変更にかかる経費の支出について（１月分）
1,038,960

消防局 警防課 平成31年03月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 ヘリコプター運航用　区分航空図Aほか11点の購入経費の支出について
169,858

消防局 警防課 平成31年03月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 災害活動支援隊用　活動服上衣（災害活動支援隊用）ほか１点の購入及び同経費の支出について
1,272,348

消防局 警防課 平成31年03月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 執務参考用　「航空関係告示集　追録150号」の購入経費の支出について
3,834

消防局 警防課 平成31年03月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 執務参考用　「日本の空港　追録111号」の購入経費の支出について
7,820

消防局 警防課 平成31年03月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 災害活動支援隊用　災害活動支援隊用ジャンパーの購入及び同経費の支出について
351,000
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消防局 警防課 平成31年03月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 消防活動用　大阪市緊急通報システム（NET119）サービスの利用料の支出について（2月分）
183,600

消防局 警防課 平成31年03月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　消防車等継続検査整備（２）の経費の支出について
425,628

消防局 警防課 平成31年03月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　消防車（ＳＣ１６）ほか４台の車両整備業務委託の経費の支出について
105,138

消防局 警防課 平成31年03月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 ヘリコプター運航用　航空気象情報提供業務委託（長期継続）の経費の支出について（2月分）
278,640

消防局 警防課 平成31年03月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 ヘリコプター操縦士用　フライトシミュレーター訓練業務委託の経費の支出について
864,000

消防局 警防課 平成31年03月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 初動消防活動支援システム用　初動消防活動支援システム端末等一式長期借入に係る経費の支出について（２月分）
91,530

消防局 警防課 平成31年03月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 救助訓練用　平成30年度潜水救助訓練（國富プール）の支出について
677,376

消防局 警防課 平成31年03月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 消防情報システム用　消防情報システム業務用端末等一式長期借入に係る経費の支出について（２月分）
1,413,180

消防局 警防課 平成31年03月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 消防情報システム用　平成３０年度２５００分１精度地図データ借入経費の支出について（２月分）
1,275,264

消防局 警防課 平成31年03月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　平成２６年度契約分庁内情報利用パソコン等機器一式（消防局）長期借入に係る経費の支出について（２月分）
655,797

消防局 警防課 平成31年03月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　平成29年度庁内情報利用パソコン等機器（消防局）一式長期借入の実施並びに同所要経費の支出について（２月分）
1,148,783

消防局 警防課 平成31年03月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　平成２７年度契約分庁内情報利用パソコン等機器一式（消防局）長期借入に係る経費の支出について（２月分）
759,888

消防局 警防課 平成31年03月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 ＬＧＷＡＮ接続系ネットワーク用　平成２９年度ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
43,200

消防局 警防課 平成31年03月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 消防情報システム用　平成３０年度１万分１精度地図データほか２点借入経費の支出について（２月分）
216,000

消防局 警防課 平成31年03月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　平成２８年度契約分庁内情報利用パソコン等機器（消防局）一式　長期借入に係る経費の支出について（２月分）
668,065

消防局 警防課 平成31年03月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 ＬＧＷＡＮ接続系ネットワーク用　ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（消防局）一式　長期借入に係る経費の支出について（２月分）
19,900

消防局 警防課 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 ヘリコプター整備用　デジタルノギスほか６点の購入及び経費の支出について
198,720

消防局 警防課 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 救助活動用　養生目隠しシートＡほか１点の購入及び同経費の支出について
38,880

消防局 警防課 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 ヘリコプター補修用サーボコントロールテールほか７点の購入及び経費の支出について
8,822,887

消防局 警防課 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　重機の機器表示書換の経費の支出について
42,984

消防局 警防課 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 ヘリコプター補修用機体部品スタータージェネレーターの修理及び経費の支出について
2,001,240

消防局 警防課 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　消防車（Ｃ７）の車両整備業務委託の経費の支出について
11,232

消防局 警防課 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 備品購入費　機械器具費 救助活動用　大型油圧救助器具の購入経費の支出について
4,730,400

消防局 警防課 平成31年03月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　検査車タイヤ交換の経費の支出について
20,196

消防局 警防課 平成31年03月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 大阪府広域災害・救急医療情報システム用　回線使用料（２月分）の支出について
4,869

消防局 警防課 平成31年03月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　消防車（ＳＴ２５３）ほか２台の車両整備業務委託の経費の支出について
65,117

消防局 警防課 平成31年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 救助活動用　カラビナ（小）の購入経費の支出について
1,171,800

消防局 警防課 平成31年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 自動車登録用　はしご車新規登録リサイクル料金２台分の経費の支出について
26,780

消防局 警防課 平成31年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 自動車登録用　小型タンク車新規登録リサイクル料金１２台分の経費の支出について
123,960

消防局 警防課 平成31年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 自動車登録用　原液搬送車新規登録リサイクル料金１台分の経費の支出について
13,390

消防局 警防課 平成31年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 職員資格取得用　潜水士免許申請費用の支出について（試験日：平成31年２月８日）
1,500

消防局 警防課 平成31年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 備品購入費　機械器具費 警防活動用　可搬式ウインチの購入経費の支出について
96,120

消防局 警防課 平成31年03月27日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 備品購入費　自動車購入費 消防活動用　消防自動車（小型タンク車）製造の経費の支出について
301,482,000

消防局 警防課 平成31年03月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　印刷製本費 消防情報システム用　警防地図印刷の実施並びに同所要経費の支出について
394,972

消防局 警防課 平成31年03月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　消防車両動態管理システム用回線使用料（２月分）の支出について
95,048

消防局 警防課 平成31年03月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　非常参集共同サーバ使用料・ドメイン管理料に係る経費の支出について（２月分）
8,640

消防局 警防課 平成31年03月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　消防車両動態管理（ＦＯＭＡ）回線使用料の支出について（２月分）
38,880

消防局 警防課 平成31年03月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　消防車両動態管理（Ｘｉ）回線使用料の支出について（２月分）
122,040

消防局 警防課 平成31年03月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　映像伝送（ネットワーク）回線使用料の経費の支出について（２月分）
7,560

消防局 警防課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 警防課用　管外出張旅費の支出について（潜水士免許取得試験受験職員派遣平成31年２月８日）
3,160

消防局 警防課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 警防課用　管外出張旅費の支出について（平成30年度国際緊急援助隊救助チーム総合訓練視察）
1,310

消防局 警防課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用　要救助者用縛帯の購入経費の支出について
162,000

消防局 警防課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 救助活動用　生物剤初期簡易検査薬の購入経費の支出について
337,500

消防局 警防課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 消防事務用　土木施工単価ほか１点の購入並びに同経費の支出について
23,760

消防局 警防課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ST193）のラジエター水漏れ等修繕の経費支出について
209,672

消防局 警防課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 消防活動用　発信地システム使用料の支出について（2月分）
519,674

消防局 警防課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　専用線・IP回線使用料の支出について（2月分）
401,220
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消防局 警防課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　車載端末装置（タブレット型）データ通信料の支出について（２月分）
361,054

消防局 警防課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　大阪府震度情報受信回線の経費の支出について（２月分）
18,252

消防局 警防課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 防災情報、救急医療、非常参集・気象システム用　回線使用料に係る経費の支出について（２月分）
19,233

消防局 警防課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　専用回線（ＮＴＴ）利用料の支出について（2月分）
1,456,375

消防局 警防課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　映像伝送回線使用料の経費の支出について（２月分）
5,832

消防局 警防課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 消防活動用　ｅメール１１９運用サービスの回線料（ＯＣＮ・プロバイダー料）の支出について（2月分）
17,280

消防局 警防課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　車載端末装置（固定型）データ通信料の支出について（２月分）
302,956

消防局 警防課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　大阪府震度情報送信回線の経費の支出について（２月分）
4,644

消防局 警防課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 防災情報システム用　回線使用料（航空隊用）に係る経費の支出について（２月分）
5,367

消防局 警防課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク用　大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供にかかる経費の支出について（２月分）
466,830

消防局 警防課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　携帯・IP電話発信位置情報用回線利用料の支出について（2月分）
79,408

消防局 警防課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 消防情報システムネットワークにかかる通信サービスの提供　長期継続契約変更にかかる経費の支出について（２月分）
1,038,960

消防局 警防課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　阪神高速道路カメラ映像取得回線使用料の支払いについて（２月分）
22,896

消防局 警防課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　回線（天王寺指令センター）利用料の支出について（3月分）
29,756

消防局 警防課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　はしご車（L25）特殊装置整備業務委託の経費支出について
73,440

消防局 警防課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　はしご車特殊装置点検整備業務委託（その２）の経費支出について
125,280

消防局 警防課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　平成３０年度消防車の定期点検整備、継続検査整備（４）業務委託（概算契約）の経費の支出について（３月分）
286,740

消防局 警防課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 大震火災対策事業用　可搬式ポンプ収納庫移設（その２）業務委託並びに同経費の支出について
213,840

消防局 警防課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 ヘリコプター操縦士用　航空身体検査証明業務委託の経費の支出について
68,472

消防局 警防課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　救急車（Ａ３８１）の車両整備業務委託の経費の支出について
26,827

消防局 警防課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 需用費　消耗品費 大震火災対策事業用　平ホース（呼称６５×２０ｍ）（備蓄用）の買入並びに同経費の支出について
4,378,860

消防局 警防課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 工事請負費　改修工事費 消防活動用　平成30年度福島第20号ほか３か所防火水槽蓋改修工事の実施並びに同経費の支出について
2,365,200

消防局 警防課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 備品購入費　機械器具費 大震火災対策事業用　可搬式ポンプ収納庫買入（その４）並びに同経費の支出について
189,000

消防局 司令課 平成31年03月08日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用　キャップ磁石Ａほか１点購入経費の支出について
23,274

消防局 司令課 平成31年03月08日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防業務用　大判プリンタ用紙購入経費の支出について
15,660

消防局 司令課 平成31年03月08日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用　着火剤ほか６点購入経費の支出について
24,818

消防局 司令課 平成31年03月08日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用　ラミネーターほか４点の購入経費の支出について
20,520

消防局 司令課 平成31年03月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用　ビニールカーテンの購入経費の支出について
30,240

消防局 司令課 平成31年03月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用　合板ほか１３点購入経費の支出について
94,500

消防局 司令課 平成31年03月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 消防活動用　非接触温度計購入経費の支出について
20,930

消防局 司令課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　発動発電機の修理経費の支出について
43,545

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成31年03月01日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　船車賃借料 職員研修用　上級救助研修に伴う救出訓練用車両の借入経費の支出について
162,000

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成31年03月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　特別旅費 資格取得用　海技免許講習受講に係る旅費の支出について（３）
29,560

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成31年03月07日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 資格取得用　二級小型船舶操縦士免許取得経費の支出について（２）
155,400

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成31年03月07日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 負担金、補助及交付金　会費 資格取得用　二級小型船舶操縦士免許取得経費の支出について（２）
216,600

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成31年03月07日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 負担金、補助及交付金　会費 職員資格取得用　特殊技能講習受講に係る経費の支出について（２）
390,400

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成31年03月08日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 職員研修用　角材ほか５点の購入及び同経費の支出について
37,141

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成31年03月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　食糧費 救急教育用　飲料水（ペットボトル）買入経費の支出について
25,920

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成31年03月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 職員資格取得用　甲種危険物取扱者免状交付申請に係る経費の支出について
2,900

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
16,696

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
9,000

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成31年03月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 救急教育用　医療用酸素ガス２Ｌ（その２）の購入及び同経費の支出について
12,004

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成31年03月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 救急教育用　乾式電子複写機及び関連消耗品（２月分）の経費にかかる支出について
68,460

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成31年03月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 負担金、補助及交付金　会費 資格取得用　海技免許講習の受講及び同経費の支出について（２）
6,060

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（２月分）
10,930

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（２月分）の経費にかかる支出について
17,287

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 研修事務用　油性マーカーほか５点の買入に伴う経費の支出について
72,079



平成30年度（平成31年３月）　公金支出情報

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

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　災害対応多目的車（ＲＥ23）の継続検査整備業務委託に伴う経費の支出について
75,060

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎衛生管理用　事業系一般廃棄物収集運搬業務委託（単価契約）にかかる経費の支出について（２月分）
6,831

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成31年03月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 高度専門教育訓練センター研修用　高圧ガス製造設備（定置式）定期自主検査整備業務委託及び同経費の支出について
441,957

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成31年03月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎管理用　高度専門教育訓練センター機械警備業務委託　長期継続契約に伴う経費の支出について（２月分）
159,840

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成31年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　司令車の継続検査整備業務委託に伴う経費の支出について
24,516

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成31年03月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 報償費　報償金 職員研修用　人権問題研修会（司令課）に伴う講師報償金の支出について
47,400

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成31年03月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 高度専門教育訓練センター用　管外出張旅費の支出について（東京消防庁消防学校への視察）
59,100

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成31年03月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　バスの継続検査整備業務委託に伴う経費の支出について
86,227

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成31年03月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　バスの車両整備業務委託に係る経費の支出について
17,280

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 報償費　報償金 職員研修用　火災調査研修「火災燃焼理論」に伴う講師報償金の支出について
54,540

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 救急教育用　救急救命士標準テキスト改定第９版ほか３点の購入経費の支出について
432,170

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 職員研修用　消防教科書『詳解　消防訓練礼式の基準』買入に伴う経費の支出について（３）
91,217

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 備品購入費　図書購入費 救急教育用　救急救命士標準テキスト改定第９版ほか３点の購入経費の支出について
5,636

消防局 北消防署 平成31年03月04日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用　可搬式ポンプ２台修理に伴う経費の支出について
99,360

消防局 北消防署 平成31年03月06日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　北消防署貯水槽修繕に伴う経費の支出について
81,540

消防局 北消防署 平成31年03月06日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 水難救助活動用　船外機修理経費の支出について
97,804

消防局 北消防署 平成31年03月07日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 職員安全衛生用　トイレットペーパーほか11点買入に伴う経費の支出について
123,465

消防局 北消防署 平成31年03月07日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 職員管理用　麦茶買入に伴う経費の支出について
9,828

消防局 北消防署 平成31年03月13日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
10,936

消防局 北消防署 平成31年03月13日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,002

消防局 北消防署 平成31年03月13日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,660

消防局 北消防署 平成31年03月13日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,240

消防局 北消防署 平成31年03月13日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
8,640

消防局 北消防署 平成31年03月13日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,924

消防局 北消防署 平成31年03月13日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,362

消防局 北消防署 平成31年03月13日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,550

消防局 北消防署 平成31年03月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　北本署小型タンク車（ＳＴ２６０）点滅灯修理経費の支出について
43,200

消防局 北消防署 平成31年03月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 庁舎衛生管理用　南森町出張所電気衣類乾燥機修理に伴う経費の支出について
29,527

消防局 北消防署 平成31年03月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　所轄指揮車（ＣＣ３３０）定期点検整備業務委託に伴う経費の支出について
13,068

消防局 北消防署 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　救助用支柱器具修理に伴う経費の支出について
13,500

消防局 北消防署 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用面体しめひもほか９点買入に伴う経費の支出について
87,847

消防局 北消防署 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 防火防災研修用　煙発生器専用液買入に伴う経費の支出について
25,920

消防局 北消防署 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式デジタル複合機及び関連消耗品２台分（２月分）経費の支出について
24,125

消防局 北消防署 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　患者監視装置修理（２）に伴う経費の支出について
49,680

消防局 北消防署 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（２月分）
22,430

消防局 北消防署 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　浮田出張所ガラス建具修繕に伴う経費の支出について
199,800

消防局 北消防署 平成31年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 防火防災研修用　ラミネーターほか２点買入に伴う経費の支出について
76,572

消防局 北消防署 平成31年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　北本署救急車（Ａ３５１）ほか１台エンジンオイル交換（２）に伴う経費の支出について
11,880

消防局 都島消防署 平成31年03月01日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用腰パッドほか２点買入経費の支出について
25,876

消防局 都島消防署 平成31年03月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　所轄指揮車（ＣＣ３４５）ほか１台継続検査整備業務委託経費の支出について
61,722

消防局 都島消防署 平成31年03月06日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 防火防災研修用　手袋買入経費の支出について
97,200

消防局 都島消防署 平成31年03月06日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　照明器具修理（２）経費の支出について
39,960

消防局 都島消防署 平成31年03月08日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（都島１４）ほか１台修理経費の支出について
50,220

消防局 都島消防署 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　照明器具修理（３）及び同経費の支出について
10,800

消防局 都島消防署 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器（ドレーゲル・セイフティＡＧ社製）修理及び同経費の支出について
53,136

消防局 都島消防署 平成31年03月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
11,369

消防局 都島消防署 平成31年03月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
216
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消防局 都島消防署 平成31年03月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
16,782

消防局 都島消防署 平成31年03月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,700

消防局 都島消防署 平成31年03月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
820

消防局 都島消防署 平成31年03月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,400

消防局 都島消防署 平成31年03月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式デジタル複合機複写料の支出について（２月分）
13,276

消防局 都島消防署 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（２月分）
8,770

消防局 都島消防署 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　パルスオキシメーター修理経費の支出について
31,968

消防局 都島消防署 平成31年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防活動用及び消防事務用　布粘着テープほか２点買入経費の支出について
72,252

消防局 都島消防署 平成31年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　及び　防火防災研修用　スライド式ファイル（Ａ）ほか２１点買入経費の支出について
12,263

消防局 都島消防署 平成31年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用右肩ベルトほか５点買入経費の支出について
58,752

消防局 都島消防署 平成31年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　及び　防火防災研修用　スライド式ファイル（Ａ）ほか２１点買入経費の支出について
30,745

消防局 都島消防署 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用　構造用合板ほか４点買入経費の支出について
76,842

消防局 都島消防署 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助工作車（Ｒ３６）ほか１台修理経費及び同経費の支出について
26,546

消防局 都島消防署 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　はしご車（Ｌ９）近接センサー修理経費の支出について
30,240

消防局 都島消防署 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 職員安全衛生用　洗濯機修理経費の支出について
23,706

消防局 都島消防署 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（都島救助指揮１）修理経費の支出について
69,120

消防局 都島消防署 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　除細動器用バッテリー充電器修理経費の支出について
72,360

消防局 都島消防署 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　予防広報車（ＰＩ５０１）ほか２台　定期点検（１２ヶ月）整備業務委託経費の支出について
14,580

消防局 福島消防署 平成31年03月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　中型タンク車（ＭＴ１００)ほか１台バッテリー交換経費の支出について
83,808

消防局 福島消防署 平成31年03月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３５２）ほか１台エンジンオイル交換（２）経費の支出について
11,880

消防局 福島消防署 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
13,720

消防局 福島消防署 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,395

消防局 福島消防署 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　福島消防署排水ポンプフロートスイッチ修理
135,000

消防局 福島消防署 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
11,448

消防局 福島消防署 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
500

消防局 福島消防署 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
574

消防局 福島消防署 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,350

消防局 福島消防署 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 防火防災研修用　三角巾買入経費の支出について
30,780

消防局 福島消防署 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（２月分）の経費支出について
13,253

消防局 福島消防署 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用　可搬式ポンプ２台修理（２）経費の支出について
57,153

消防局 福島消防署 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３１９）ほか１台の継続検査整備業務委託に伴う経費の支出について
49,140

消防局 福島消防署 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　司令車の車両整備業務委託経費の支出について
2,376

消防局 福島消防署 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 火災予防普及啓発行事用　福島区防災フェスタ会場設営・撤去業務委託経費の支出について
73,440

消防局 福島消防署 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　救助器材車（ＲＥ１９）の定期点検整備業務委託経費の支出について
13,176

消防局 福島消防署 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（２月分）
14,058

消防局 福島消防署 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用右脇ベルトほか３点買入経費の支出について
29,419

消防局 福島消防署 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　レスキューテック救助器具のエンジンポンプ修理（２）経費の支出について
31,320

消防局 此花消防署 平成31年03月06日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ４３）バッテリー交換に伴う経費の支出について
40,608

消防局 此花消防署 平成31年03月08日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用　可搬式消防ポンプ修理（５）に伴う経費の支出について
49,680

消防局 此花消防署 平成31年03月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１６８）ほか１台のホースカータイヤ等交換に伴う経費の支出について
27,216

消防局 此花消防署 平成31年03月13日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 火災予防普及啓発用　三角巾買入に伴う経費の支出について
51,300

消防局 此花消防署 平成31年03月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
14,108

消防局 此花消防署 平成31年03月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
9,072

消防局 此花消防署 平成31年03月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,616

消防局 此花消防署 平成31年03月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
656

消防局 此花消防署 平成31年03月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,350

消防局 此花消防署 平成31年03月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　スマートフォン修理に伴う経費の支出について
34,236
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消防局 此花消防署 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（２月分）
36,910

消防局 此花消防署 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用　直管蛍光灯買入に伴う経費の支出について
25,380

消防局 此花消防署 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　ラベルライター買入に伴う経費の支出について
23,608

消防局 此花消防署 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品に係る経費の支出について（２月分）
15,183

消防局 此花消防署 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１６８）バッテリー交換に伴う経費の支出について
40,608

消防局 此花消防署 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用　可搬式消防ポンプ修理（６）に伴う経費の支出について
10,800

消防局 此花消防署 平成31年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 防火防災研修用　クイックテント用ウエイト買入に伴う経費の支出について
35,424

消防局 此花消防署 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
1,620

消防局 此花消防署 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
1,580

消防局 此花消防署 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
9,629

消防局 此花消防署 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　此花消防署ガレージ流し修繕に伴う経費の支出について
70,200

消防局 中央消防署 平成31年03月04日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　エアージャッキのフットポンプ修理に伴う経費の支出について
9,720

消防局 中央消防署 平成31年03月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 防火防災研修用　防水デジタルカメラほか２点買入に伴う経費の支出について
29,386

消防局 中央消防署 平成31年03月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 火災予防普及啓発用　光沢紙Ａほか２点買入に伴う経費の支出について
36,050

消防局 中央消防署 平成31年03月06日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　救助車（Ｒ182）の車両整備業務委託に伴う経費の支出について
37,368

消防局 中央消防署 平成31年03月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助車（Ｒ８７）ブレーキ修理に伴う経費の支出について
30,348

消防局 中央消防署 平成31年03月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３４８②）の車両整備業務委託に伴う経費の支出について
8,024

消防局 中央消防署 平成31年03月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　司令車ほか１台の継続検査整備業務委託に伴う経費の支出について
62,208

消防局 中央消防署 平成31年03月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
9,741

消防局 中央消防署 平成31年03月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,542

消防局 中央消防署 平成31年03月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
13,402

消防局 中央消防署 平成31年03月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
600

消防局 中央消防署 平成31年03月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,012

消防局 中央消防署 平成31年03月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,800

消防局 中央消防署 平成31年03月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器（Ａ１－１２ＯＳ型）修理に伴う経費の支出について
9,180

消防局 中央消防署 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（２月分）
30,150

消防局 中央消防署 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料に係る経費の支出について（２月分）（上町出張所）
6,831

消防局 中央消防署 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料に係る経費の支出について（２月分）（本署）
18,636

消防局 中央消防署 平成31年03月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 防火防災研修用　インクカートリッジ買入に伴う経費の支出について
19,440

消防局 中央消防署 平成31年03月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　所轄指揮車（CC305）の車両整備業務委託に伴う経費の支出について
5,184

消防局 中央消防署 平成31年03月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　中央消防署所轄指揮車（ＣＣ３０５）の法定１２か月点検整備業務委託に伴う経費の支出について
8,856

消防局 中央消防署 平成31年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器 肩パッドほか１点買入に伴う経費の支出について
120,096

消防局 中央消防署 平成31年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　ボールペンほか９点買入に伴う経費の支出について
24,362

消防局 中央消防署 平成31年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　中央消防署東雲出張所オーバードア修理に伴う経費の支出について
36,288

消防局 中央消防署 平成31年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　 中央消防署本署消火ポンプフート弁修理（２）に伴う経費の支出について
99,360

消防局 中央消防署 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 職員安全衛生用　業務用扇風機買入に伴う経費の支出について
7,884

消防局 中央消防署 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用　コンパクト型蛍光ランプほか１点買入に伴う経費の支出について
14,472

消防局 中央消防署 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　トイレットペーパーほか２点買入に伴う経費の支出について
56,566

消防局 中央消防署 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　はしご車ほか３台タイヤ交換に伴う経費の支出について
116,640

消防局 中央消防署 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車２台（Ａ３８８・Ａ３５３）エンジンオイル交換に伴う経費の支出について
11,880

消防局 中央消防署 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用　可搬式ポンプ修理に伴う経費の支出について
53,784

消防局 西消防署 平成31年03月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ２７６）アイドルプーリー交換経費の支出について
17,172

消防局 西消防署 平成31年03月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ２７６）の修繕の追加整備経費の支出について
41,148

消防局 西消防署 平成31年03月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３５０）リヤヒーター修理経費の支出について
62,100

消防局 西消防署 平成31年03月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,844

消防局 西消防署 平成31年03月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
8,201

消防局 西消防署 平成31年03月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,160
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消防局 西消防署 平成31年03月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,000

消防局 西消防署 平成31年03月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,698

消防局 西消防署 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（西救助指揮１）修理及び経費の支出について
69,336

消防局 西消防署 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（２月分）
28,900

消防局 西消防署 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（２月分）に係る経費の支出について
17,768

消防局 西消防署 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　大型油圧救助器具修理経費の支出について
120,960

消防局 港消防署 平成31年03月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助車（Ｒ５８）のパワーウインド修理に伴う経費の支出について
55,144

消防局 港消防署 平成31年03月13日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（田中１５）修理に伴う経費の支出について
16,200

消防局 港消防署 平成31年03月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,517

消防局 港消防署 平成31年03月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
12,713

消防局 港消防署 平成31年03月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 防火防災研修用　訓練用レンジャーロープ買入に伴う経費の支出について
75,600

消防局 港消防署 平成31年03月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
9,720

消防局 港消防署 平成31年03月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
656

消防局 港消防署 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の再支出について（１月分）
460

消防局 港消防署 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（２月分）
13,570

消防局 港消防署 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 区震災訓練用　ローリングタワー用鋼製足場板買入（２）に伴う経費の支出について
60,480

消防局 港消防署 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 防火防災研修用　単管買入に伴う経費の支出について
16,956

消防局 港消防署 平成31年03月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（２月分）の支出について
13,470

消防局 大正消防署 平成31年03月08日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　大正司令車の継続検査整備業務委託に伴う経費の支出について
21,816

消防局 大正消防署 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
10,044

消防局 大正消防署 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,914

消防局 大正消防署 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
9,998

消防局 大正消防署 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,052

消防局 大正消防署 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,850

消防局 大正消防署 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（２月分）
1,030

消防局 大正消防署 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　所轄指揮車（ＣＣ３４７）のバッテリー交換に伴う経費の支出について
14,256

消防局 大正消防署 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ２７８）エンジンオイル交換に伴う経費の支出について
5,940

消防局 大正消防署 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　三連梯子の修理に伴う経費の支出について
27,270

消防局 大正消防署 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３０４）の定期点検整備業務委託に伴う経費の支出について
7,776

消防局 大正消防署 平成31年03月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品に係る経費の支出について（２月分）
15,055

消防局 大正消防署 平成31年03月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　厨房用除菌漂白剤ほか４点買入に伴う経費の支出について
24,725

消防局 大正消防署 平成31年03月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　エンジンカッターの修理に伴う経費の支出について
114,058

消防局 大正消防署 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　所轄指揮車（ＣＣ３４７）のタイヤ交換に伴う経費の支出について
50,544

消防局 天王寺消防署 平成31年03月08日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　天王寺消防署駐輪場屋根修繕経費の支出について
169,560

消防局 天王寺消防署 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 自動車整備用　トラック型小型消防自動車（ＰＩ５０６）積載可搬式ポンプ用バッテリー買入経費の支出について
17,280

消防局 天王寺消防署 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　温水洗浄便座買入経費の支出について
51,408

消防局 天王寺消防署 平成31年03月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,641

消防局 天王寺消防署 平成31年03月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,968

消防局 天王寺消防署 平成31年03月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（天王寺４）修理経費の支出について
29,160

消防局 天王寺消防署 平成31年03月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品の支出について（２月分）
20,489

消防局 天王寺消防署 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（２月分）
15,550

消防局 天王寺消防署 平成31年03月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用右肩ベルトほか４点買入経費の支出について
33,361

消防局 天王寺消防署 平成31年03月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ２８８）エンジンオイル交換（２）経費の支出について
5,940

消防局 天王寺消防署 平成31年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　天王寺消防署３階食堂ガス栓交換経費の支出について
12,960

消防局 天王寺消防署 平成31年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助車（Ｒ６３）パワーウィンドウ修理経費の支出について
25,061

消防局 浪速消防署 平成31年03月04日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　所轄指揮調査車（ＣＣ３０３）１２か月定期点検整備業務委託に伴う経費の支出について
11,664

消防局 浪速消防署 平成31年03月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３６５）のエンジンオイル交換（２月分）に伴う経費の支出について
5,940
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消防局 浪速消防署 平成31年03月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３８５）ラジエータ修理に伴う経費の支出について
12,884

消防局 浪速消防署 平成31年03月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
20,424

消防局 浪速消防署 平成31年03月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
696

消防局 浪速消防署 平成31年03月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,160

消防局 浪速消防署 平成31年03月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
656

消防局 浪速消防署 平成31年03月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３１７）継続検査整備業務委託に伴う経費の支出について
24,840

消防局 浪速消防署 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（２月分）
14,300

消防局 浪速消防署 平成31年03月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機の複写料の支出について（２月分）
16,143

消防局 浪速消防署 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助車（Ｒ７６）スイッチ修理に伴う経費の支出について
51,926

消防局 浪速消防署 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３８５）ほか１台のタイヤ交換に伴う経費の支出について
94,932

消防局 西淀川消防署 平成31年03月07日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３５９）ブレーキシュー交換修理に伴う経費の支出について
14,094

消防局 西淀川消防署 平成31年03月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　佃出張所給湯器修繕に伴う経費の支出について
199,800

消防局 西淀川消防署 平成31年03月13日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用 所轄指揮車（ＣＣ３０９）の１２か月定期点検整備業務委託に伴う経費の支出について
4,860

消防局 西淀川消防署 平成31年03月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 火災予防普及啓発用　マスク印刷経費の支出について
63,180

消防局 西淀川消防署 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,198

消防局 西淀川消防署 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,023

消防局 西淀川消防署 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
7,884

消防局 西淀川消防署 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　可搬型無線機（西淀川指揮１）の修理に伴う経費の支出について
84,672

消防局 西淀川消防署 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,148

消防局 西淀川消防署 平成31年03月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　ボンベカバーほか２点買入に伴う経費の支出について
79,380

消防局 西淀川消防署 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（２月分）
35,580

消防局 西淀川消防署 平成31年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品経費の支出について（２月分）
13,493

消防局 西淀川消防署 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用 西淀川司令車の継続検査及びほか１台の定期点検整備業務委託に伴う経費の支出について
32,724

消防局 淀川消防署 平成31年03月07日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　淀川消防署排煙装置修理経費の支出について
139,320

消防局 淀川消防署 平成31年03月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　熱画像直視装置修理経費の支出について
105,840

消防局 淀川消防署 平成31年03月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 庁舎衛生管理用　淀川消防署給湯器修理経費の支出について
165,000

消防局 淀川消防署 平成31年03月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　所轄指揮車（ＣＣ３３７）ほか１台の定期点検整備業務委託経費の支出について
22,032

消防局 淀川消防署 平成31年03月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３２９）の継続検査業務委託経費の支出について
24,624

消防局 淀川消防署 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
108

消防局 淀川消防署 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
7,670

消防局 淀川消防署 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
9,189

消防局 淀川消防署 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,530

消防局 淀川消防署 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
7,650

消防局 淀川消防署 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,914

消防局 淀川消防署 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,824

消防局 淀川消防署 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,050

消防局 淀川消防署 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（２月分）
34,440

消防局 淀川消防署 平成31年03月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（２月分）支出について
19,115

消防局 淀川消防署 平成31年03月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車ＳＴ２４３のバッテリー及びＳＴ２６３のタイヤ交換経費の支出について
58,968

消防局 淀川消防署 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　肩調整ストラップ買入経費の支出について
11,318

消防局 東淀川消防署 平成31年03月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　東淀川司令車の継続検査業務委託に伴う経費の支出について
24,624

消防局 東淀川消防署 平成31年03月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３２５）ほか２台　定期点検（１２ヶ月）整備業務委託に伴う経費の支出について
33,804

消防局 東淀川消防署 平成31年03月13日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　東淀川消防署本署トイレ照明器具修理に伴う経費の支出について
183,600

消防局 東淀川消防署 平成31年03月13日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　ＡＥＤほか1点修理に伴う経費の支出について
88,560

消防局 東淀川消防署 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,686

消防局 東淀川消防署 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
8,000

消防局 東淀川消防署 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,970
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消防局 東淀川消防署 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,104

消防局 東淀川消防署 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,512

消防局 東淀川消防署 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,870

消防局 東淀川消防署 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,700

消防局 東淀川消防署 平成31年03月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 火災予防普及啓発用　エクササイズマット買入に伴う経費の支出について
35,640

消防局 東淀川消防署 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（２月分）
9,200

消防局 東淀川消防署 平成31年03月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３８１）バッテリー交換に伴う経費の支出について
40,348

消防局 東淀川消防署 平成31年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複合機複写料（２月分）の支出について
15,214

消防局 東淀川消防署 平成31年03月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用　面体絞め紐ほか５点買入に伴う経費の支出について
97,988

消防局 東淀川消防署 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３９８）のエンジンオイル交換（２回目）に伴う経費の支出について
5,940

消防局 東成消防署 平成31年03月04日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 自動車整備用　タイヤ用ワックスほか11点買入経費の支出について
37,447

消防局 東成消防署 平成31年03月06日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　司令車の12か月定期点検整備業務委託経費の支出について
6,480

消防局 東成消防署 平成31年03月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 消防パートナー研修用　滑り止め手袋買入経費の支出について
16,308

消防局 東成消防署 平成31年03月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（A370）の後部席エアコン修理経費の支出について
56,283

消防局 東成消防署 平成31年03月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（A370）のエンジンオイル交換（２）経費の支出について
5,940

消防局 東成消防署 平成31年03月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　広報車（たまつ）の継続検査整備業務委託経費の支出について
17,604

消防局 東成消防署 平成31年03月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助支援車（ＳＲ２）のスロットルワイヤー交換修理経費の支出について
122,148

消防局 東成消防署 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
198

消防局 東成消防署 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
10,267

消防局 東成消防署 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,160

消防局 東成消防署 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,640

消防局 東成消防署 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,400

消防局 東成消防署 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（２月分）
21,760

消防局 東成消防署 平成31年03月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（２月分）の支出について
16,826

消防局 東成消防署 平成31年03月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用左肩ベルトほか５点買入経費の支出について
95,385

消防局 東成消防署 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 放火防止対策用　透明ポケットほか１点買入経費の支出について
15,422

消防局 生野消防署 平成31年03月06日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防資器材用　エアジャッキコントローラ部品買入経費の支出について
8,964

消防局 生野消防署 平成31年03月07日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ２８８）カーナビゲーションシステム修理に伴う経費の支出について
76,701

消防局 生野消防署 平成31年03月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　救急車（Ａ３９０）スマートフォン修理に伴う経費の支出について
26,352

消防局 生野消防署 平成31年03月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３３３）の継続検査整備業務委託に伴う経費の支出について
24,732

消防局 生野消防署 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,341

消防局 生野消防署 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,592

消防局 生野消防署 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,000

消防局 生野消防署 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,968

消防局 生野消防署 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（２月分）
26,010

消防局 生野消防署 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用右肩ベルトほか５点買入経費の支出について
76,982

消防局 生野消防署 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（２月分）の支出について
18,018

消防局 生野消防署 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　トイレットペーパーほか７点買入に伴う経費の支出について
168,410

消防局 生野消防署 平成31年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１２４）ホースカー修理（２）に伴う経費の支出について
29,700

消防局 生野消防署 平成31年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 庁舎衛生管理用　生野消防署ガス衣類乾燥機修理（２）経費の支出について
13,672

消防局 生野消防署 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　生野消防署勝山出張所２階待機室のエアコン修理経費の支出について
113,756

消防局 生野消防署 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　可搬型無線機（勝山ＳＴ指揮１）修理経費の支出について
88,560

消防局 旭消防署 平成31年03月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１８６）収納庫内照明修理経費の支出について
21,600

消防局 旭消防署 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　所轄指揮車（ＣＣ３１６）ほか２台継続検査整備業務委託経費の支出について
63,990

消防局 旭消防署 平成31年03月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 火災予防普及啓発用　クラフト消防車買入経費の支出について
56,052

消防局 旭消防署 平成31年03月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
492

消防局 旭消防署 平成31年03月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,600
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消防局 旭消防署 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（２月分）
11,800

消防局 旭消防署 平成31年03月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助車（Ｒ７５）タイヤ交換修理経費の支出について
36,720

消防局 旭消防署 平成31年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機料（２月分）経費の支出について
14,798

消防局 城東消防署 平成31年03月01日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 火災予防普及啓発用　タオル買入の経費支出について
34,290

消防局 城東消防署 平成31年03月13日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用　単管ほか２点買入の経費支出について
35,640

消防局 城東消防署 平成31年03月13日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 火災原因調査用　光学式距離測定器買入の経費支出について
12,312

消防局 城東消防署 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,574

消防局 城東消防署 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,358

消防局 城東消防署 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,105

消防局 城東消防署 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
8,529

消防局 城東消防署 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,240

消防局 城東消防署 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,480

消防局 城東消防署 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
820

消防局 城東消防署 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,500

消防局 城東消防署 平成31年03月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（A392）エンジンオイル交換修理(2)の経費支出について
5,940

消防局 城東消防署 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３４１）継続検査整備業務委託に伴う経費の支出について
35,100

消防局 城東消防署 平成31年03月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３４１）の車両整備業務委託に伴う経費支出について
9,936

消防局 城東消防署 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（２月分）
6,940

消防局 城東消防署 平成31年03月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（２月分）の購入経費の支出について
13,516

消防局 鶴見消防署 平成31年03月04日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ２９０）エンジンオイル交換（２）経費の支出について
5,940

消防局 鶴見消防署 平成31年03月04日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　所轄指揮車（ＣＣ３０２）定期点検整備業務委託経費の支出について
8,856

消防局 鶴見消防署 平成31年03月06日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　所轄指揮車（ＣＣ３０２）の車両整備業務委託経費の支出について
4,914

消防局 鶴見消防署 平成31年03月07日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器右肩ベルトほか２点買入経費の支出について
37,087

消防局 鶴見消防署 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
15,583

消防局 鶴見消防署 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
8,102

消防局 鶴見消防署 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器面体ほか６点買入経費の支出について
154,947

消防局 鶴見消防署 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,724

消防局 鶴見消防署 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
328

消防局 鶴見消防署 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,600

消防局 鶴見消防署 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品に係る経費の支出について（２月分）
18,038

消防局 鶴見消防署 平成31年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用　インパクトドライバほか１点買入経費の支出について
73,278

消防局 鶴見消防署 平成31年03月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（２月分）
26,590

消防局 鶴見消防署 平成31年03月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 防火防災研修用　単管ほか１点買入経費の支出について
44,280

消防局 鶴見消防署 平成31年03月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 救助活動用　充電式切断機用替刃買入経費の支出について
22,420

消防局 鶴見消防署 平成31年03月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　鶴見消防署衣類乾燥機修理経費の支出について
88,560

消防局 阿倍野消防署 平成31年03月04日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３２６）左前輪タイヤ交換に係る経費の支出について
11,880

消防局 阿倍野消防署 平成31年03月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 庁内情報パソコン用　トナーカートリッジ買入に係る経費の支出について
47,142

消防局 阿倍野消防署 平成31年03月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　Ｘシリーズ除細動器リューザブルカフ修理に係る経費の支出について
4,320

消防局 阿倍野消防署 平成31年03月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　ドレーゲル製空気呼吸器ヘッドハーネス（パノラマノバＰ面体用）ほか３点買入に係る経費の支出について
92,307

消防局 阿倍野消防署 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　肘・膝パッド買入に係る経費の支出について
25,920

消防局 阿倍野消防署 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,264

消防局 阿倍野消防署 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
440

消防局 阿倍野消防署 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,400

消防局 阿倍野消防署 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（２月分）
33,890

消防局 阿倍野消防署 平成31年03月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品に係る経費の支出について（２月分）
12,865

消防局 阿倍野消防署 平成31年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 火災原因調査用　デジタルカメラバッテリーＡほか１点買入に係る経費の支出について
17,701

消防局 阿倍野消防署 平成31年03月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　ライフゼム空気呼吸器Ａ１－０４用締めひもほか１点買入に係る経費の支出について
12,549
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消防局 阿倍野消防署 平成31年03月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３２６）定期点検整備業務委託（１２か月）に係る経費の支出について
14,040

消防局 阿倍野消防署 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 火災予防普及啓発用　ラベルライターカートリッジＡほか４点買入に係る経費の支出について
9,547

消防局 住之江消防署 平成31年03月01日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　住之江消防署事務室ガラス交換に伴う経費の支出について
17,064

消防局 住之江消防署 平成31年03月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防資器材用　乾電池Ａほか１点買入に伴う経費の支出について
7,354

消防局 住之江消防署 平成31年03月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 消防パートナー研修用　プリンタ用インク買入に伴う経費の支出について
7,905

消防局 住之江消防署 平成31年03月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 火災予防普及啓発用　レーザーポインター買入に伴う経費の支出について
12,020

消防局 住之江消防署 平成31年03月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用ヘッドハーネス買入に伴う経費の支出について
9,460

消防局 住之江消防署 平成31年03月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　梯子車（L26）電動放水銃作動不良修理に伴う経費の支出について
30,240

消防局 住之江消防署 平成31年03月06日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用　直管蛍光灯Ａほか３点買入に伴う経費の支出について
21,060

消防局 住之江消防署 平成31年03月08日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器（Ａ１－０４）用左肩ベルトほか２点買入に伴う経費の支出について
35,121

消防局 住之江消防署 平成31年03月08日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　住之江消防署南港出張所洗面器排水トラップ2か所修繕に伴う経費の支出について
77,760

消防局 住之江消防署 平成31年03月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　住之江消防署平林出張所照明器具２か所修理に伴う経費の支出について
31,104

消防局 住之江消防署 平成31年03月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　ブロア車(RW26)タイヤ交換に伴う経費の支出について
39,960

消防局 住之江消防署 平成31年03月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助車(ＣＲ２４)タイヤ交換（２）に伴う経費の支出について
33,696

消防局 住之江消防署 平成31年03月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　エンジンカッター修理に伴う経費の支出について
21,722

消防局 住之江消防署 平成31年03月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　救助器材車(RE8)ほか２台の法定１２か月点検整備業務委託に伴う経費の支出について
69,552

消防局 住之江消防署 平成31年03月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ST156）ホースカータイヤ交換に伴う経費の支出について
56,160

消防局 住之江消防署 平成31年03月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ST165）流量計修理に伴う経費の支出について
10,800

消防局 住之江消防署 平成31年03月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　レスキュツール・カッター修理に伴う経費の支出について
113,594

消防局 住之江消防署 平成31年03月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（住之江40）修理に伴う経費の支出について
19,880

消防局 住之江消防署 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車(A376)のエンジンオイル交換（２）に伴う経費の支出について
5,940

消防局 住之江消防署 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　デジタル携帯型無線機（住之江救助指揮１）修理に伴う経費の支出について
60,588

消防局 住之江消防署 平成31年03月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 庁舎衛生管理用　住之江消防署ガス衣類乾燥機修理に伴う経費の支出について
43,200

消防局 住之江消防署 平成31年03月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（住之江40）修理に伴う経費の再支出について
100

消防局 住之江消防署 平成31年03月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　エンジンカッター修理に伴う経費の再支出について
50

消防局 住之江消防署 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（２月分）
43,340

消防局 住之江消防署 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,313

消防局 住之江消防署 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,258

消防局 住之江消防署 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,304

消防局 住之江消防署 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器２台修理に伴う経費の支出について
107,071

消防局 住之江消防署 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,542

消防局 住之江消防署 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
7,850

消防局 住之江消防署 平成31年03月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料(２月分)経費の支出について
14,625

消防局 住之江消防署 平成31年03月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車(A277)オルタネータ交換に伴う経費の支出について
79,920

消防局 住之江消防署 平成31年03月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　燃料費 庁舎管理用　南港出張所プロパンガス使用料（２月分）の支出について
66,180

消防局 住之江消防署 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　トイレットペーパー買入（２）に伴う経費の支出について
31,384

消防局 住之江消防署 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　スマートフォン修理に伴う経費の支出について
23,652

消防局 住吉消防署 平成31年03月04日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　司令車の継続検査業務委託の経費の支出について
17,496

消防局 住吉消防署 平成31年03月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　住吉消防署１階自動ドア修理に伴う経費の支出について
82,080

消防局 住吉消防署 平成31年03月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　救助訓練人形右脚修理に伴う経費の支出について
41,580

消防局 住吉消防署 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,589

消防局 住吉消防署 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,808

消防局 住吉消防署 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,184

消防局 住吉消防署 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,752

消防局 住吉消防署 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,804

消防局 住吉消防署 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,700

消防局 住吉消防署 平成31年03月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 防火防災研修用　レンジャーロープ買入に伴う経費の支出について
59,400
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消防局 住吉消防署 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（２月分）
32,560

消防局 住吉消防署 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（２月分）の支出について
16,177

消防局 住吉消防署 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 火災予防普及啓発行事用　住吉消防署表彰式会場設営撤去業務委託に伴う経費の支出について
58,100

消防局 東住吉消防署 平成31年03月04日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ２８２）エンジンオイル交換（２）経費の支出について
5,940

消防局 東住吉消防署 平成31年03月06日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　東住吉消防署軽量バランスシャッター修理経費の支出について
62,532

消防局 東住吉消防署 平成31年03月07日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用　直管蛍光灯ほか４点買入経費の支出について
91,044

消防局 東住吉消防署 平成31年03月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 職員安全衛生用　東住吉消防書３階ガス衣類乾燥機修理経費の支出について
46,440

消防局 東住吉消防署 平成31年03月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（東住吉４０）修理経費の支出について
19,980

消防局 東住吉消防署 平成31年03月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　トイレ用洗剤ほか９点買入経費の支出について
71,388

消防局 東住吉消防署 平成31年03月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,594

消防局 東住吉消防署 平成31年03月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,713

消防局 東住吉消防署 平成31年03月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,542

消防局 東住吉消防署 平成31年03月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,650

消防局 東住吉消防署 平成31年03月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 庁舎衛生管理用　東住吉消防署３階洗濯機修理経費の支出について
4,320

消防局 東住吉消防署 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（２月分）
20,200

消防局 東住吉消防署 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 防火防災研修用　煙発生器専用液買入経費の支出について
25,920

消防局 東住吉消防署 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（２月分）の経費の支出について
13,446

消防局 東住吉消防署 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 火災予防普及啓発用　圧縮タオル買入経費の支出について
38,016

消防局 東住吉消防署 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 火災予防普及啓発行事用　「防火・防災図画展」会場設営撤去業務委託経費の支出について
79,920

消防局 平野消防署 平成31年03月08日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助工作車（ＡＲ４）エンジン修理に伴う経費の支出について
56,170

消防局 平野消防署 平成31年03月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　防塵メガネ用スペアレンズ買入に伴う経費の支出について
29,808

消防局 平野消防署 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 火災原因調査用　１０ＷＬＥＤ投光器買入に伴う経費の支出について
8,640

消防局 平野消防署 平成31年03月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ST190）左後部ドアパワーウインドウ修理に伴う経費の支出について
33,426

消防局 平野消防署 平成31年03月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用　可搬式ポンプ修理に伴う経費の支出について
27,540

消防局 平野消防署 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用　蛍光灯の買入に伴う経費の支出について
21,870

消防局 平野消防署 平成31年03月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　ドレーゲル社製空気呼吸器ヘッドハーネスほか１点買入に伴う経費の支出について
69,271

消防局 平野消防署 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（２月分）
20,070

消防局 平野消防署 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
11,474

消防局 平野消防署 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,026

消防局 平野消防署 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,722

消防局 平野消防署 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,700

消防局 平野消防署 平成31年03月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品の経費の支出について（２月分）
15,111

消防局 平野消防署 平成31年03月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３２７）継続検査整備業務委託に伴う経費の支出について
23,652

消防局 平野消防署 平成31年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 防火防災研修用　三角巾買入に伴う経費の支出について
52,920

消防局 平野消防署 平成31年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　酸素流量計付減圧弁修理に伴う経費の支出について
19,440

消防局 平野消防署 平成31年03月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　ライフゼム空気呼吸器（Ａ１－１２ＯＳ型）右肩ベルトほか５点買入に伴う経費の支出について
60,393

消防局 平野消防署 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急自動車（Ａ３７９）エンジンオイル交換（２）に伴う経費の支出について
5,940

消防局 西成消防署 平成31年03月08日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 火災予防普及啓発用　マスク買入（２）経費の支出について
9,979

消防局 西成消防署 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支払について（２月分）
10,696

消防局 西成消防署 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支払について（２月分）
15,030

消防局 西成消防署 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支払について（２月分）
1,223

消防局 西成消防署 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支払について（２月分）
1,058

消防局 西成消防署 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支払について（２月分）
7,360

消防局 西成消防署 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支払について（２月分）
2,490

消防局 西成消防署 平成31年03月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　懸垂式固定給油設備レギュラー計量機修理に伴う経費の支出について
105,764

消防局 西成消防署 平成31年03月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３４２）の継続検査整備業務委託に伴う経費の支出について
23,652

消防局 西成消防署 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（２月分）に伴う経費の支出について
14,465
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消防局 西成消防署 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（西成１５）修理に伴う経費の支出について
16,200

消防局 西成消防署 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　エアージャッキ修理に伴う経費の支出について
59,400

消防局 西成消防署 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（２月分）
14,090

消防局 西成消防署 平成31年03月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（津守Ａ２８０）エンジンオイル交換（２）に伴う経費の支出について
5,940

消防局 西成消防署 平成31年03月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　救急車（Ａ３６３）酸素ボンベ用減圧弁修理に伴う経費の支出について
9,180

消防局 水上消防署 平成31年03月08日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,121

消防局 水上消防署 平成31年03月08日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
10,220

消防局 水上消防署 平成31年03月08日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,384

消防局 水上消防署 平成31年03月08日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
19,999

消防局 水上消防署 平成31年03月08日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
82

消防局 水上消防署 平成31年03月08日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,250

消防局 水上消防署 平成31年03月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　１階身体障害者用トイレ大便器詰まり修繕経費の支出について
66,960

消防局 水上消防署 平成31年03月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　スティックのりほか11点の買入経費の支出について
21,394

消防局 水上消防署 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用面体しめひもほか４点買入経費の支出について
17,690

消防局 水上消防署 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用　非常用発電機点火栓買入経費の支出について
60,566

消防局 水上消防署 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用左肩ベルトほか７点買入経費の支出について
45,543

消防局 水上消防署 平成31年03月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（２月分）の支出について
9,928

消防局 水上消防署 平成31年03月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　自家給油設備分電盤扉修繕経費の支出について
15,768

消防局 水上消防署 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（２月分）
14,590

消防局 水上消防署 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　トイレットペーパーほか７点買入経費の支出について
30,633

消防局 水上消防署 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３３９）定期点検整備業務委託経費の支出について
10,800

消防局 水上消防署 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　司令車継続検査整備業務委託経費の支出について
25,164

消防局 救急課 平成31年03月04日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 救急安心センターおおさか事業用　ＯＡクリーナー他１点買入及び同経費の支出について
11,340

消防局 救急課 平成31年03月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用　電話料金の支出について（２月分）
35,500

消防局 救急課 平成31年03月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用　電話料金（ＦＡＸ）の支出について（２月分）
2,957

消防局 救急課 平成31年03月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 救急安心センターおおさか事業用　ヘッドセット買入及び同経費の支出について
79,488

消防局 救急課 平成31年03月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 救急活動用　医療用酸素ボンベ２．０L買入及び同経費の支出について
43,200

消防局 救急課 平成31年03月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 救急活動用　電子体温計ほか１点買入及び同経費の支出について
386,208

消防局 救急課 平成31年03月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 救急課用　管外出張旅費の支出について（第27回全国救急隊員シンポジウム）
30,140

消防局 救急課 平成31年03月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 救急安心センター事業用　救急安心センターおおさか医師・看護師救急医療相談業務委託（長期継続契約）経費の支出について（２月分）
11,956,794

消防局 救急課 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 救急活動用　救急活動用感染防止衣　長期借入における支出について（平成30年12、平成31年１月分）
2,173,815

消防局 救急課 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 負担金、補助及交付金　会費 大都市警防（救急）担当部課長会議用　会議費の支出について（第55回大都市警防（救急）担当部課長会議　平成31年２月６日開催）
2,000

消防局 救急課 平成31年03月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 救急活動用　平成３０年度救急資器材滅菌処理業務委託の実施及び同経費の支出について（２月分）
547,830

消防局 救急課 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 市民啓発用　応急手当普及啓発業務委託長期継続の実施及び同経費の支出について（２月分）
5,566,500

消防局 救急課 平成31年03月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用　♯７１１９利用料金の支出について（２月分）
42,885

消防局 救急課 平成31年03月26日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 需用費　消耗品費 救急活動用　ターポリン担架一式買入及び同経費の支出について
466,560

消防局 救急課 平成31年03月26日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 需用費　消耗品費 救急活動用　心肺蘇生用背板買入及び同経費の支出について
171,720

消防局 救急課 平成31年03月26日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 備品購入費　機械器具費 救急活動用　バックボード一式買入及び同経費の支出について
1,555,200

消防局 救急課 平成31年03月26日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 備品購入費　機械器具費 救急活動用　呼気終末炭酸ガス濃度測定器一式買入及び同経費の支出について
3,343,680

消防局 救急課 平成31年03月26日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 備品購入費　機械器具費 救急活動用　スクープストレッチャー一式買入及び同経費の支出について
2,073,600

消防局 救急課 平成31年03月26日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 備品購入費　機械器具費 救急活動用　陰圧副子（部分用）一式買入及び同経費の支出について
842,400

消防局 救急課 平成31年03月26日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 備品購入費　機械器具費 救急活動用　患者監視装置一式ほか１点買入及び同経費の支出について
26,697,600

消防局 救急課 平成31年03月27日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 備品購入費　機械器具費 救急活動用　ビデオ硬性挿管用喉頭鏡一式買入及び同経費の支出について
4,406,400

消防局 救急課 平成31年03月27日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 備品購入費　機械器具費 救急活動用　電動式吸引器一式買入及び同経費の支出について
2,371,680

消防局 救急課 平成31年03月27日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 備品購入費　機械器具費 救急活動用　二連式加湿酸素流量計一式の購入及び同経費の支出について
2,268,000

消防局 救急課 平成31年03月27日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 備品購入費　機械器具費 救急活動用　手動引金式人工呼吸器一式の購入及び同経費の支出について
5,313,600

消防局 救急課 平成31年03月27日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 備品購入費　機械器具費 救急活動用　手動式人工呼吸器一式買入及び同経費の支出について
1,931,040
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消防局 救急課 平成31年03月27日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 備品購入費　機械器具費 救急活動用　自動式人工呼吸器一式買入及び同経費の支出について
4,782,240

消防局 救急課 平成31年03月27日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 備品購入費　機械器具費 救急活動用　喉頭鏡一式買入及び同経費の支出について
539,136

消防局 救急課 平成31年03月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 救急活動用　救命浮環用カートリッジ式ガスボンベ買入及び同経費の支出について
101,088

消防局 救急課 平成31年03月28日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 需用費　消耗品費 救急活動用　救命浮環一式買入及び同経費の支出について
202,176

消防局 救急課 平成31年03月28日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 備品購入費　機械器具費 救急活動用　輸液ポンプ一式買入及び同経費の支出について
997,272

消防局 救急課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 救急安心センターおおさか事業用　長袖ブルゾン買入及び同経費の支出について
7,344

消防局 救急課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　印刷製本費 応急手当普及啓発用　バイスタンダー感謝カードの印刷及び同経費の支出について
26,535

消防局 救急課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用　メールサーバー使用料の支出について（２月分）
5,054

消防局 救急課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用　インターネット回線使用料の支出について（２月分）
5,778

消防局 救急課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用　プロバイダー使用料の支出について（２月・３月分）
2,758

消防局 救急課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料
救急安心センターおおさか事業用　「救急安心センターおおさか」及び「小児救急支援アプリ」インターネットアンケート調査業務委託（その２）及び同経費の支出に
ついて 378,000

消防局 救急課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 救急活動用　自動体外式除細動器等一式借入（長期継続契約）の実施及び同経費の支出について（２月分）
185,220

消防局 救急課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 需用費　消耗品費 応急手当普及啓発用　心肺蘇生用小児訓練人形ほか１点の購入及び同経費の支出について
426,600

消防局 救急課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 備品購入費　機械器具費 応急手当普及啓発用　心肺蘇生用小児訓練人形ほか１点の購入及び同経費の支出について
247,320

消防局 企画課 平成31年03月04日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 広報活動用　一眼レフカメラの点検・整備及び同経費の支出について
125,280

消防局 企画課 平成31年03月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 企画課用　管外出張旅費等の支出について（福岡市消防局等視察）
156,720

消防局 企画課 平成31年03月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　其他委員等旅費 企画課用　管外出張旅費等の支出について（「大阪消防」誌４月号作成に係る取材）
1,940

消防局 企画課 平成31年03月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 広報活動用　ブルーレイレコーダーほか２点の買入に伴う経費の支出について
16,977

消防局 企画課 平成31年03月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 備品購入費　機械器具費 広報活動用　ブルーレイレコーダーほか２点の買入に伴う経費の支出について
101,520

消防局 企画課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 報償費　報償金 企画課事務用　弁護士相談に伴う報償金の支出について（２）
10,800

消防局 企画課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 執務参考用　「消防実務質疑応答集　災害対策・火災報告（９０－９１号）1点」の購入経費の支出について
6,912

消防局 企画課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 執務参考用　「消防実務要覧（２１８６－２１８７号）ほか４点」の購入経費の支出について
47,736

危機管理室 危機管理課 平成31年03月06日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 備蓄救助物資の災害備蓄用トイレットペーパー（危機管理室）買入の支出について
303,696

危機管理室 危機管理課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
420

危機管理室 危機管理課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 大阪市防災アプリ運用保守業務委託にかかる経費の支出について（１月分）
99,900

危機管理室 危機管理課 平成31年03月12日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 防災対策事業用　津波避難ビル・水害時避難ビル表示板ほか１点製造にかかる経費の支出について
201,149

危機管理室 危機管理課 平成31年03月12日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 防災対策事業用　津波避難ビル・水害時避難ビル表示板ほか１点製造にかかる経費の支出について
2,077,645

危機管理室 危機管理課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 平成３０年度　旭備蓄倉庫にかかる電気使用料の支出について（１月分）
8,172

危機管理室 危機管理課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　燃料費 危機管理室緊急自動車にかかる燃料代の支出について（１月分）
7,674

危機管理室 危機管理課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 危機管理室緊急自動車にかかる高速道路通行料の支出について（ＥＴＣ利用料　１月分）
450

危機管理室 危機管理課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 報償費　報償金 帰宅困難者対策計画・マニュアルへの監修にかかる費用の支出について
19,000

危機管理室 危機管理課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 報償費　報償金 行政運営上の会合にかかる講師謝礼（帰宅困難者対策マニュアルの監修）の支出について
14,250

危機管理室 危機管理課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 報償費　報償金 帰宅困難者対策合同協議会講師への謝礼の支出について
14,250

危機管理室 危機管理課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　普通旅費 防災行政無線同報音声の音質改善デモンストレーション参加のための管外出張の実施および同経費の支出について
1,940

危機管理室 危機管理課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理室運営事務用　大型プリンター用ロール紙　外２５点の買入にかかる経費の支出について
146,254

危機管理室 危機管理課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理室運営事務用　大型プリンター用ロール紙　外２５点の買入にかかる経費の支出について
47,174

危機管理室 危機管理課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 防災行政無線装置設置にかかる電気料金の支出について（１月分）【大阪府咲洲庁舎】
9,781

危機管理室 危機管理課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用職員住宅（エルベノームさくら1205号）電話回線使用料の支出について（２月分）
2,702

危機管理室 危機管理課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 特別会議室視聴覚設備ディスプレイランプ交換業務にかかる経費の支出について
396,576

危機管理室 危機管理課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 危機管理情報システム秘匿化通信網提供等サービス業務委託　長期継続　にかかる経費の支出について（２月分）
363,420

危機管理室 危機管理課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度庁内情報利用パソコン等機器（危機管理室）一式長期借入にかかる支出について（２月分）
18,701

危機管理室 危機管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点運営用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）施設警備（人的警備）業務委託　長期継続　にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
137,050

危機管理室 危機管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　其他委員等旅費 危機管理室運営事務用　市内・近接管外出張交通費の支出について（２月分）
2,200

危機管理室 危機管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　其他委員等旅費 危機管理室運営事務用　市内・近接管外出張交通費の支出について（２月分）
18,678

危機管理室 危機管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　普通旅費 危機管理室運営事務用　市内・近接管外出張交通費の支出について（２月分）
23,974

危機管理室 危機管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点運営用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）施設警備（人的警備）業務委託　長期継続　にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
451,307

危機管理室 危機管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 被災者支援システム用　磁気テープファイル等の保管及び集配業務委託にかかる支出について　（２月分）
1,728
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危機管理室 危機管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 鶴見緑地備蓄倉庫機械警備業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
8,100

危機管理室 危機管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 公用車リース期間満了に伴う車載用デジタルＭＣＡ無線機の付け替え業務（その２）にかかる経費の支出について
38,880

危機管理室 危機管理課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点運営用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）施設警備（人的警備）業務委託　長期継続　にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
95,935

危機管理室 危機管理課 平成31年03月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点運営用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）施設警備（人的警備）業務委託　長期継続　にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
112,508

危機管理室 危機管理課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室運営事務事業にかかる郵便料金の支出について（２月分）
7,185

危機管理室 危機管理課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室運営事務事業にかかる郵便料金の支出について（２月分）
5,060

危機管理室 危機管理課 平成31年03月19日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室運営事務事業にかかる郵便料金の支出について（２月分）
738

危機管理室 危機管理課 平成31年03月19日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　建物修繕料 危機管理室マシン室空調設備修繕業務にかかる経費の支出について
156,600

危機管理室 危機管理課 平成31年03月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　建物修繕料 危機管理室マシン室空調設備修繕業務にかかる経費の支出について
156,600

危機管理室 危機管理課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理訓練用ホワイトボードの購入経費の支出について
129,600

危機管理室 危機管理課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室運営事務事業にかかる郵便料金の支出について（２月分）【受取人払】
485

危機管理室 危機管理課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室運営事務事業にかかる郵便料金の支出について（２月分）【受取人払】
1,097

危機管理室 危機管理課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 平成３０年度　旭備蓄倉庫にかかる電気使用料の支出について（２月分）
8,429

危機管理室 危機管理課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 防災行政無線用　同報系防災行政無線屋外子局の設置にかかる電気料金の支出について　（平成３０年度年額電気料金）【好文学園】
3,000

危機管理室 危機管理課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 危機管理情報システム運用業務にかかる経費の支出について（２月分）
328,320

危機管理室 危機管理課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（危機管理室）一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
20,815

危機管理室 危機管理課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 平成２９年度　庁内情報利用パソコン等機器（危機管理室）一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
23,067

危機管理室 危機管理課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度　庁内情報利用パソコン等機器（危機管理室）（２）一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
79,037

危機管理室 危機管理課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度　庁内情報利用パソコン等機器（危機管理室）（２）一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
2,914

危機管理室 危機管理課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度　庁内情報利用パソコン等機器（危機管理室）（２）一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
32,052

危機管理室 危機管理課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 防災行政無線装置設置に伴う賃借料の支出について（３月分）【スイスホテル南海大阪】
504,792

危機管理室 危機管理課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　其他委員等旅費 地域防災力向上アドバイザー事業用　市内・近接管外出張交通費（平成31年２月分）の支出について
50,757

危機管理室 危機管理課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 地域防災力向上アドバイザー事業及び危機管理室運営事務用コピー代金の支出について（平成31年２月分）
48,112

危機管理室 危機管理課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 地域防災力向上アドバイザー事業及び危機管理室運営事務用コピー代金の支出について（平成31年２月分）
7,276

危機管理室 危機管理課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 災害対策用防災行政無線中継局電気料金の支出について（２月分）【スイスホテル南海大阪】
27,814

危機管理室 危機管理課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 平成３０年度　阿倍野防災拠点災害対策用携帯電話使用料金の支出について（２月分）
23,010

危機管理室 危機管理課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 エリアメール配信用回線使用料の支出について（２月分）
2,062

危機管理室 危機管理課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理情報システム用　閉域網通信回線月額使用料及び回線付加サービス使用料の支出について（２月分）
76,134

危機管理室 危機管理課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理情報システム用　閉域網通信回線付加サービス使用料の支出について（２月分）
7,560

危機管理室 危機管理課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 エリアメール配信用ＩＳＰ利用料の支出について（２月分）
3,888

危機管理室 危機管理課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 大阪市防災アプリ運用保守業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
99,900

危機管理室 危機管理課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 災害対策用デジタルＭＣＡ無線制御局利用料の支出について（３月分）
2,989,222

危機管理室 危機管理課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 平成３０年度　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）災害対策用携帯電話使用料の支出について（２月分）
6,687

危機管理室 危機管理課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 平成３０年度　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）災害対策用携帯電話使用料の支出について（２月分）
1,956

危機管理室 危機管理課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 災害救助用ブルーシート買入（その５）の支出について
7,197,120

危機管理室 危機管理課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　印刷製本費 市民防災マニュアル印刷業務にかかる経費の支出について
2,177,280

危機管理室 危機管理課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用ヘリコプター映像受信設備回線使用料の支出について（平成３１年２月分）
140,400

危機管理室 危機管理課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 備蓄倉庫設置フォークリフト特定自主検査にかかる経費の支出について
304,560

危機管理室 危機管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　普通旅費 平成30年度災害ボランティア等の活動環境整備に関する研修会の参加に係る管外出張について
29,330

危機管理室 危機管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 平成３０年度　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）にかかる電気使用料（２月分）の支出について
105,384

危機管理室 危機管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 防災行政無線用　同報系防災行政無線屋外子局の設置にかかる電気料金の支出について（平成３０年度分）【四天王寺たまつくり苑】
3,500

危機管理室 危機管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害ボランティアセンター用電話およびネットワーク回線使用料の支出について（平成３１年２月分）
21,068

危機管理室 危機管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理情報システム用　閉域網ＮＴＴ光回線月額使用料の支出について（２月分）
419,898

危機管理室 危機管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 衛星携帯電話回線使用料の支出について（２月分）
104,000

危機管理室 危機管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 防災行政無線にかかる音声電話自動応答サービス利用料の支出について（２月分）
44,822

危機管理室 危機管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 負担金、補助及交付金　分担金 平成３０年度防災情報充実強化事業にかかる大阪市負担額の支出について
3,746,000

市政改革室 総務担当 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 市政改革室業務用　平成２９年度庁内情報利用パソコン等機器（市政改革室）　一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
9,803
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市政改革室 総務担当 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 市政改革室業務用　平成２６年度庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
32,787

市政改革室 総務担当 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 市政改革室業務用　平成２７年度庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
11,298

市政改革室 総務担当 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 市政改革室業務用　平成２９年度ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（市政改革室）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
5,146

市政改革室 総務担当 平成31年03月19日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 需用費　消耗品費 市政改革室業務用　コピー代の支出について（行政改革担当側（旧総合調整担当）・平成31年2月分）
19,251

市政改革室 総務担当 平成31年03月19日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 需用費　消耗品費 市政改革室業務用　コピー代の支出について（改革推進担当側（旧ＰＤＣＡ担当・平成31年2月分）
16,413

市政改革室 総務担当 平成31年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 旅費　普通旅費 市政改革室業務用　市内出張等交通費の支出について（平成３１年１月分）
35,440

市政改革室 総務担当 平成31年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 役務費　通信運搬費 市政改革室業務用　後納郵便料（平成31年2月分）の支払いについて
2,630

市政改革室 マネジメント改革担当 平成31年03月26日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 報償費　報償金 平成30年度市政モニター謝礼用図書カードの概算買入にかかる経費の支出（確定）について
619,360

市政改革室 マネジメント改革担当 平成31年03月26日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 役務費　通信運搬費 世論調査（２回目）用　受取人払郵便料金の支出について（2月分）
1,498

市政改革室 マネジメント改革担当 平成31年03月26日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 委託料　委託料 平成30年度市政に関するインターネットアンケート調査業務委託にかかる経費の支出について
1,296,000

市政改革室 行政リスク管理担当 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 役務費　筆耕翻訳料 第３回大阪市建設事業評価有識者会議（２月１日開催分）他１件の会議録作成業務に係る支出について
66,690

市政改革室 行政リスク管理担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 需用費　消耗品費 市政改革室業務用図書の購入に係る経費の支出について（公共施設の再編（計画と実践の手引き））
4,536

契約管財局 契約課 平成31年03月06日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 第４回総合評価一般競争入札評価会議にかかる報償金の支出について
51,640

契約管財局 契約課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用市内等出張交通費（２月分）の支出について
1,008

契約管財局 契約課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　其他委員等旅費 契約事務用市内等出張交通費（１月分）の支出について
560

契約管財局 契約課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用市内等出張交通費（１月分）の支出について
8,774

契約管財局 契約課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　其他委員等旅費 契約事務用市内等出張交通費（２月分）の支出について
1,120

契約管財局 契約課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用市内等出張交通費（２月分）の支出について
2,715

契約管財局 契約課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 契約事務用「弁護士に対する法律相談」にかかる報酬費の支出について（平成31年１月22日実施分）
7,199

契約管財局 契約課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 契約事務用「弁護士に対する法律相談」にかかる報償費の支出について（平成31年１月31日実施分）
10,800

契約管財局 契約課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 契約事務用「弁護士に対する法律相談」にかかる報償費の支出について（平成31年１月29日実施分）
9,899

契約管財局 契約制度課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（契約管財局）一式長期借入経費の支出について（平成31年１月分）
117,893

契約管財局 契約制度課 平成31年03月12日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 契約事務用「地方財政関係質疑応答集（追録355-364号）」購入にかかる需用費の支出について
22,850

契約管財局 契約制度課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 第174回大阪市入札等監視委員会に係る委員報酬及び交通費の支出について
66,000

契約管財局 契約制度課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　費用弁償 第174回大阪市入札等監視委員会に係る委員報酬及び交通費の支出について
820

契約管財局 契約制度課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年２月分）
23,672

契約管財局 契約制度課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年２月分）
138

契約管財局 契約制度課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年２月分）
1,772

契約管財局 契約制度課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 契約管財局事務室（大阪産業創造館）庁舎清掃業務委託の実施及び同経費の支出について（平成31年２月分）
143,280

契約管財局 契約制度課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システム用パソコン等機器一式　長期借入」に係る賃借料の支出について（平成31年２月分）
353,160

契約管財局 契約制度課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システムサーバ機器等 長期借入－２」に係る賃借料の支出について（平成31年２月分）
1,181,196

契約管財局 契約制度課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システムサーバ機器等　長期借入」に係る賃借料の支出について（平成31年２月分）
3,498,660

契約管財局 契約制度課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　光熱水費 大阪産業創造館事務室にかかる電気料金の支出について（平成31年２月分）
264,211

契約管財局 契約制度課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　其他委員等旅費 契約事務用「市内等出張交通費」の支出について（平成31年２月分）
6,389

契約管財局 契約制度課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用「市内等出張交通費」の支出について（平成31年２月分）
15,972

契約管財局 契約制度課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務及び管財事務用後納郵便料金の支出について（平成31年２月分）
55,618

契約管財局 契約制度課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 契約事務及び管財事務用等コピー代の支出について（平成31年２月分）
135,905

契約管財局 契約制度課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域ＬＡＮ回線」使用に係る役務費の支出について（平成31年２月分）
23,220

契約管財局 契約制度課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域ＬＡＮ回線（府市）」使用に係る役務費の支出について（平成31年２月分）
15,087

契約管財局 契約制度課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域ＬＡＮ回線（各局ＶＰＮ）」使用に係る役務費の支出について（平成31年２月分）
133,359

契約管財局 契約制度課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系利用パソコン等機器一式長期借入の実施及び同経費の支出について（平成31年２月分）
5,375

契約管財局 契約制度課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度庁内情報利用パソコン等機器（契約管財局）一式長期借入の実施及び同経費の支出について（平成31年２月分）
178,202

契約管財局 契約制度課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度庁内情報利用パソコン等機器（契約管財局その２）一式長期借入の実施及び同経費の支出について（平成31年２月分）
18,846

契約管財局 契約制度課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（契約管財局）一式長期借入の実施及び同経費の支出について（平成31年２月分）
117,893

契約管財局 契約制度課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 第175回大阪市入札等監視委員会に係る委員報酬及び交通費の支出について
66,000

契約管財局 契約制度課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　費用弁償 第175回大阪市入札等監視委員会に係る委員報酬及び交通費の支出について
1,180

契約管財局 契約制度課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約管財局事務室設置分の電話機にかかる通話料金の支出について（平成31年２月分）
108,268



平成30年度（平成31年３月）　公金支出情報

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

契約管財局 管財課 平成31年03月06日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 工事請負費　改修工事費 管財事務用　契約管財局賃貸地外柵改修工事にかかる経費の支出について
129,600

契約管財局 管財課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　光熱水費 管財事務用　もと中川職員公舎の電気料金の支出について（平成31年1月10日～2月6日使用分）
2,212

契約管財局 管財課 平成31年03月11日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 もと津守浄水場機械警備業務委託用電話回線使用料の支出について（２月分）
2,702

契約管財局 管財課 平成31年03月12日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定評価業務にかかる経費の支出について（平成31年３月入札－６）
45,218

契約管財局 管財課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定評価業務にかかる経費の支出について（平成31年３月入札－６）
292,822

契約管財局 管財課 平成31年03月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定評価業務にかかる経費の支出について（平成31年３月入札ー１）
565,920

契約管財局 管財課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定評価業務にかかる経費の支出について（平成31年１月評審）
86,400

契約管財局 管財課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 工事請負費　改修工事費 管財事務用　もと津守浄水場門扉設置工事にかかる経費の支出について
197,640

契約管財局 管財課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定評価業務にかかる経費の支出について（平成31年３月入札ー４）
636,120

契約管財局 管財課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 契約管財局所管賃貸地の適正管理の委任契約にかかる謝金の支出について
867,894

契約管財局 管財課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　印刷製本費 不在者財産管理人選任申立の委任契約にかかる費用の支出について
7,230

契約管財局 管財課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 不在者財産管理人選任申立の委任契約にかかる費用の支出について
1,522

契約管財局 管財課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　手数料 不在者財産管理人選任申立の委任契約にかかる費用の支出について
150

契約管財局 管財課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 もと津守浄水場施設機械警備業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
78,840

契約管財局 管財課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 賃貸台帳管理システム用サーバ機器等一式長期借入にかかる経費の支出について（平成30年度２月分）
51,894

契約管財局 管財課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　光熱水費 もと津守浄水場機械警備業務委託用電気使用料の支出について（２月使用分）
1,309

契約管財局 管財課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定評価業務にかかる経費の支出について
43,200

契約管財局 管財課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 環境改善費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定評価業務にかかる経費の支出について（平成31年３月入札－８）
602,640

契約管財局 管財課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定評価業務にかかる経費の支出について（平成31年３月入札－３）
965,520

契約管財局 管財課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定評価業務にかかる経費の支出について（平成31年３月入札ー２）
1,072,440

契約管財局 管財制度課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 管財事務用不動産の有効活用にかかる相談・意見書作成等にかかる相談の実施及びその報償金の支払いについて（案件番号５）
11,880

契約管財局 管財制度課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 第794回大阪市不動産評価審議会に係る委員報酬の支出について
115,500

契約管財局 管財制度課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 管財事務用資産流動化にかかる不動産の売却価格・賃料等、市場需要等相談・意見書作成等の実施及びその報償金の支払いについて（案件番号14）
13,500

契約管財局 管財制度課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　費用弁償 第794回大阪市不動産評価審議会に係る委員報酬の支出について
1,900

契約管財局 管財制度課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 管財事務用　国有財産関係法令通達集外１件の購読に係る経費の支出について
14,015

契約管財局 管財制度課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 管財事務用　地方公共団体公有財産管理事務質疑応答集の購読に係る経費の支出について
3,816

契約管財局 管財制度課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 管財事務用不動産の商品化作業にかかる相談・意見書作成等の実施及びその報償金の支払いについて（案件番号11）
6,902

契約管財局 管財制度課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成30年度非常勤嘱託職員弁護士報酬の支出について（３月分）
40,400

契約管財局 管財制度課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 各所施設整備費 補償、補填及賠償金　補償金 弁天町駅前開発土地信託事業（オーク200）に係る和解に伴う費用補償義務の元本及び利息の支出について
3,246,912,277

契約管財局 管財制度課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　其他委員等旅費 管財事務用　市内等出張交通費の支出について（１１月、１２月、１月分）
9,142

契約管財局 管財制度課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 管財事務用　市内等出張交通費の支出について（１１月、１２月、１月分）
55,019

契約管財局 管財制度課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　火災保険料 建物総合損害共済　共済基金分担金の支出について（001・異動）大阪城公園
5,640

契約管財局 管財制度課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 公有財産台帳管理システム用サーバ機等一式の長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
111,088

契約管財局 管財制度課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,963

契約管財局 管財制度課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,790

契約管財局 審査課 平成31年03月12日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　消耗品費 用地事務参考用図書追録「土地収用法実務提要 ３９１号-３９３号外1点」の購入経費の支出について
10,643

契約管財局 審査課 平成31年03月12日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　消耗品費 用地事務参考用図書追録「不動産登記総覧　７７０号 外７点」の購入経費の支出について
17,132

契約管財局 審査課 平成31年03月12日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　消耗品費 用地事務参考用図書追録「土地収用法実務提要 ３９１号-３９３号外1点」の購入経費の支出について
8,362

契約管財局 審査課 平成31年03月12日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　消耗品費 用地事務参考用図書追録「不動産登記総覧　７７０号 外７点」の購入経費の支出について
13,460

契約管財局 審査課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年２月分）
3,340

契約管財局 審査課 平成31年03月15日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年２月分）
635

契約管財局 審査課 平成31年03月15日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年２月分）
1,528

契約管財局 審査課 平成31年03月15日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年２月分）
499

契約管財局 審査課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　其他委員等旅費 審査・用地事務用市内出張等旅費の支出について（平成３１年２月分）
1,600

契約管財局 審査課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 旅費　普通旅費 審査・用地事務用市内出張等旅費の支出について（平成３１年２月分）
58,876

契約管財局 審査課 平成31年03月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 審査・用地事務用市内出張等旅費の支出について（平成３１年２月分）
46,259

契約管財局 審査課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 大阪市補償審査委員会に係る報酬及び交通費の支出について（３月分）
82,500
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契約管財局 審査課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　費用弁償 大阪市補償審査委員会に係る報酬及び交通費の支出について（３月分）
2,280

契約管財局 審査課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 用地取得等事務用後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
2,260

契約管財局 審査課 平成31年03月25日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 役務費　通信運搬費 用地取得等事務用後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
5,141

契約管財局 審査課 平成31年03月25日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 負担金、補助及交付金　会費 用地事務　平成30年度大阪府用地対策連絡協議会第４回研修会（土地評価研修　平成31年３月１日）の参加及び同経費の支出について
2,755

契約管財局 審査課 平成31年03月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　通信運搬費 用地取得等事務用後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
3,481

契約管財局 審査課 平成31年03月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　会費 用地事務　平成30年度大阪府用地対策連絡協議会第４回研修会（土地評価研修　平成31年３月１日）の参加及び同経費の支出について
2,165

契約管財局 審査課 平成31年03月28日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　消耗品費 用地事務参考用図書「逐条解説土地収用法　第四次改訂版」の購入経費の支出について
9,253

契約管財局 審査課 平成31年03月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　消耗品費 用地事務参考用図書「逐条解説土地収用法　第四次改訂版」の購入経費の支出について
7,271

契約管財局 審査課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 法律相談の経費の支出について（平成３１年２月８日実施）
16,200

契約管財局 審査課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 法律相談の経費の支出について（平成３１年２月２１日実施）
28,350

契約管財局 審査課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 大阪市の借家人補償の算定に必要な一時金月数及び標準家賃に関する調査分析業務委託料の支出について
705,510

契約管財局 審査課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 委託料　委託料 大阪市の借家人補償の算定に必要な一時金月数及び標準家賃に関する調査分析業務委託料の支出について
2,173,230

契約管財局 審査課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 委託料　委託料 大阪市の借家人補償の算定に必要な一時金月数及び標準家賃に関する調査分析業務委託料の支出について
4,911,030

契約管財局 審査課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 大阪市の借家人補償の算定に必要な一時金月数及び標準家賃に関する調査分析業務委託料の支出について
310,230

契約管財局 用地課 平成31年03月01日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第１住宅地区改良事業　土地売買に伴う占有者立退補償金の支出について（後金払）
414,343

契約管財局 用地課 平成31年03月06日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　津守阿倍野線　土地売買に伴う占有者立退補償金の支出について（後金払）
313,728

契約管財局 用地課 平成31年03月07日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 公有財産購入費　土地購入費 大阪都市計画事業　大阪外環状線連絡線付属街路２号線　土地売買代金の支出について
135,441

契約管財局 用地課 平成31年03月07日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　大阪外環状線連絡線付属街路２号線　土地売買に伴う損失補償金の支出について
31,967

契約管財局 用地課 平成31年03月07日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 公有財産購入費　土地購入費 生野消防署中川出張所用地取得事業　土地売買代金の支出について
12,047,048

契約管財局 用地課 平成31年03月08日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　尼崎堺線　土地売買に伴う建物等補償金の支出について（後金払）
2,001,477

契約管財局 用地課 平成31年03月15日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第２住宅地区改良事業　土地売買に伴う建物等補償金の支出について（後金払）
16,609,906

契約管財局 用地課 平成31年03月15日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第２住宅地区改良事業　土地売買に伴う建物等補償金の支出について（後金払）
2,499,213

契約管財局 用地課 平成31年03月28日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 委託料　委託料 道路事業に係る不動産鑑定業務委託料の支出について
830,520

契約管財局 用地課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 委託料　委託料 平成３０年度移転補償に係る物件調査等業務委託料（単価契約その１）の支出について【２月分】
359,640

契約管財局 用地課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 委託料　委託料 平成３０年度移転補償に係る物件調査等業務委託（１）の委託料の支出について
3,321,000

契約管財局 用地課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 公有財産購入費　権利購入費 大阪都市計画事業　木津川平野線　借地権放棄補償金の支出について（後金払）
1,639,636

契約管財局 用地課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 公有財産購入費　土地購入費 大阪都市計画事業　河堀口舎利寺線　土地売買代金の支出について
439,200

契約管財局 用地課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　木津川平野線　建物等補償金の支出について（後金払）
4,184,197

契約管財局 用地課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　阪急電鉄京都線・千里線連続立体交差事業　土地売買に伴う残地補償金の支出について
276,200

契約管財局 用地課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　阪急電鉄京都線・千里線連続立体交差事業　土地売買に伴う建物等補償金の支出について（後金払）
21,768,046

契約管財局 用地課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　木津川平野線　土地売買に伴う建物等補償金の支出について（後金払）
4,729,261

契約管財局 用地課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　木津川平野線　占有者立退補償金の支出について（後金払）
403,765

こども青少年局 総務課 平成31年03月11日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 発令用印影印刷辞令用紙の印刷及び同経費の支出について
14,137

こども青少年局 総務課 平成31年03月13日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　被服費 平成30年度現場職員服（上衣）の買入及び同所要経費の支出について
602,402

こども青少年局 総務課 平成31年03月13日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　被服費 平成30年度調理業務用前掛（腰下）の買入及び同所要経費の支出について
297,540

こども青少年局 総務課 平成31年03月13日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　被服費 平成30年度保育服（前掛）の買入及び同所要経費の支出について
1,510,488

こども青少年局 総務課 平成31年03月13日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　被服費 平成30年度調理業務用前掛（胸あり）の買入及び同所要経費の支出について（その２）
347,522

こども青少年局 総務課 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 こども青少年局庁内情報利用パソコン等機器長期借入（こ９）経費の支出について（２月分）
161,086

こども青少年局 総務課 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 こども青少年局業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器長期借入の経費の支出について（２月分）
32,345

こども青少年局 総務課 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 こども青少年局庁内情報利用パソコン等機器長期借入（こ５）経費の支出について（２月分）
171,971

こども青少年局 総務課 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 こども青少年局庁内情報利用パソコン等機器長期借入（こ2017）経費の支出について（２月分）
1,034,407

こども青少年局 総務課 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 こども青少年局庁内情報利用パソコン等機器長期借入（こ４）経費の支出について（２月分）
371,038

こども青少年局 総務課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　普通旅費 平成30年度市内出張交通費の支出について（12～２月分）
11,034

こども青少年局 総務課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 平成30年度こども青少年局文書逓送業務にかかる所要経費の支出について（２月分）
367,308

こども青少年局 総務課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度こども青少年局乾式電子複写機（ＦＡＸ機）4台のリース契約にかかる経費の支出について（２月分）
17,280

こども青少年局 総務課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 こども青少年局庁内情報利用パソコン等機器長期借入（こ10）経費の支出について（２月分）
438,138

こども青少年局 総務課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 こども青少年局LGWAN接続系利用パソコン等機器　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
56,614
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こども青少年局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー機プリント料金の支出について（２月分）DCV7080　５台分
294,973

こども青少年局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　被服費 平成30年度保育服（夏用下衣）外１点の買入及び同所要経費の支出について
5,363,150

こども青少年局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 平成30年度職員接遇研修業務委託契約の実施及び同経費の支出について
75,600

こども青少年局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　視覚障がい者用拡大読書器の借入及び同経費の支出について（その２）（平成31年２月分）
10,368

こども青少年局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　視覚障がい者用パソコン一式の長期借入及び同経費の支出について（その２）（平成31年２月分）
50,868

こども青少年局 総務課 平成31年03月26日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 平成30年度こども青少年局給食調理者等検便検査業務委託にかかる所要経費の支出について（２月分）
298,736

こども青少年局 青少年課 平成31年03月05日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 負担金、補助及交付金　交付金 塾代助成事業にかかる交付金の支出について（１月分１回目）
103,770,367

こども青少年局 青少年課 平成31年03月06日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 旅費　普通旅費 平成30年度都道府県・指定都市青少年行政主管課長等会議への出席および同所要経費の支出について
28,840

こども青少年局 青少年課 平成31年03月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　分担金 庁舎管理用船場センタービル管理費及び建物修繕積立金の支出について（平成31年3月分）
716,729

こども青少年局 青少年課 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 報償費　報償金 地域における青少年の居場所づくり事業にかかる有識者相談業務報償金の支出について（第３四半期分）
161,320

こども青少年局 青少年課 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 委託料　委託料 「大阪市塾代助成事業」所得制限限度額設定に係る税データ抽出業務委託の実施及び同所要経費の支出について
294,386

こども青少年局 青少年課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 青少年課放課後グループ事業用市内出張旅費の支出について（平成３１年２月分）
15,484

こども青少年局 青少年課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 負担金、補助及交付金　分担金 若者自立支援事業実施にかかる大阪駅前第２ビル（こども青少年局分室）管理費等の支出について（平成31年３月分）
184,208

こども青少年局 青少年課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 負担金、補助及交付金　交付金 塾代助成事業にかかる交付金の支出について（１月分２回目）
45,737,086

こども青少年局 青少年課 平成31年03月26日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 旅費　普通旅費 平成３０年度市内出張交通費および管外出張旅費（近接地）の支出について（２月分）
12,681

こども青少年局 青少年課 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 旅費　普通旅費 平成３０年度市内出張交通費の支出について（平成３０年１１月～翌２月分）
2,738

こども青少年局 青少年課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 平成30年度第1回こども・子育て支援会議放課後事業部会にかかる経費の支出について
115,500

こども青少年局 青少年課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成30年度第1回こども・子育て支援会議放課後事業部会にかかる経費の支出について
3,160

こども青少年局 経理・企画課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 平成30年度下半期局内一括購入物品（ＯＡ機器）の購入及び同経費の支出について
46,008

こども青少年局 経理・企画課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 平成30年度下半期局内一括購入物品（ＯＡ機器）の購入及び同経費の支出について
7,420

こども青少年局 経理・企画課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 平成30年度下半期局内一括購入物品（ＯＡ機器）の購入及び同経費の支出について
17,561

こども青少年局 経理・企画課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 平成30年度下半期局内一括購入物品（ＯＡ機器）の購入及び同経費の支出について
3,110

こども青少年局 経理・企画課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 平成30年度下半期局内一括購入物品（ＯＡ機器）の購入及び同経費の支出について
28,220

こども青少年局 経理・企画課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 平成30年度下半期局内一括購入物品（ＯＡ機器）の購入及び同経費の支出について
25,207

こども青少年局 経理・企画課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 平成30年度下半期局内一括購入物品（ＯＡ機器）の購入及び同経費の支出について
9,331

こども青少年局 経理・企画課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成30年度下半期局内一括購入物品（ＯＡ機器）の購入及び同経費の支出について
13,954

こども青少年局 経理・企画課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成30年度下半期局内一括購入物品（ＯＡ機器）の購入及び同経費の支出について
13,608

こども青少年局 経理・企画課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成30年度下半期局内一括購入物品（ＯＡ機器）の購入及び同経費の支出について
320,058

こども青少年局 経理・企画課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成30年度下半期局内一括購入物品（ＯＡ機器）の購入及び同経費の支出について
36,698

こども青少年局 経理・企画課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成30年度下半期局内一括購入物品（ＯＡ機器）の購入及び同経費の支出について
147,517

こども青少年局 経理・企画課 平成31年03月04日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 こども青少年局一般事務用「地方財務実務提要（追録568-569）」の購入にかかる経費の支出について
5,400

こども青少年局 経理・企画課 平成31年03月04日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　光熱水費 平成30年度もと瓜破幼稚園における電気料金の支出について（1月分）
3,978

こども青少年局 経理・企画課 平成31年03月04日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　手数料 もと藤沢会館用地除草後の草等収集・運搬・処分の実施並びに同所要経費の支出について
32,280

こども青少年局 経理・企画課 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　普通旅費 子ども・子育て支援新制度都道府県等説明会の出席及び同経費の支出について
58,080

こども青少年局 経理・企画課 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　普通旅費 経理・企画課業務用出張交通費の支出について（1月分）
48,350

こども青少年局 経理・企画課 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報償費　報償金 第4回こどもサポートネット事業モデル区長会議にかかる報償金の支出について
17,270

こども青少年局 経理・企画課 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 施設管理用　30ｍ巻尺ほか２点の購入及び同経費の支出について
8,748

こども青少年局 経理・企画課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
46,787

こども青少年局 経理・企画課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
29,000

こども青少年局 経理・企画課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,400

こども青少年局 経理・企画課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,100

こども青少年局 経理・企画課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
902

こども青少年局 経理・企画課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
328

こども青少年局 経理・企画課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
800

こども青少年局 経理・企画課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 原材料費　工事材料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
12,178

こども青少年局 経理・企画課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
300

こども青少年局 経理・企画課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
298



平成30年度（平成31年３月）　公金支出情報

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

こども青少年局 経理・企画課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
82

こども青少年局 経理・企画課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,760

こども青少年局 経理・企画課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 こども青少年局企画部経理・企画課事業用貨客兼用車ほか１点の長期借入経費の支出について（２月分）
54,324

こども青少年局 経理・企画課 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　光熱水費 平成30年度もと瓜破幼稚園における電気料金の支出について（２月分）
4,848

こども青少年局 経理・企画課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 直営修繕作業用　コアドリルＡ　ほか２１点の購入経費の支出について
276,480

こども青少年局 経理・企画課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
3,794

こども青少年局 経理・企画課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 大阪市こども・子育て支援に関するニーズ調査にかかる通信運搬経費（2月分）
11,934

こども青少年局 経理・企画課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
410

こども青少年局 経理・企画課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
11,610

こども青少年局 経理・企画課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
148,271

こども青少年局 経理・企画課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
44,728

こども青少年局 経理・企画課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
6,680

こども青少年局 経理・企画課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 平成３０年度浪速作業所産業廃棄物（廃材）収集・運搬及び処分業務委託（概算契約）の実施経費の支出について
453,600

こども青少年局 経理・企画課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
21,666

こども青少年局 経理・企画課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
8,368

こども青少年局 経理・企画課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
606,262

こども青少年局 経理・企画課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
34,857

こども青少年局 経理・企画課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
23,252

こども青少年局 経理・企画課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
97,074

こども青少年局 経理・企画課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
18,857

こども青少年局 経理・企画課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
1,378

こども青少年局 経理・企画課 平成31年03月29日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付事務費

役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
594

こども青少年局 管理課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成30年度　乳児一般健康診査事業に要する健診委託料の支出について　１月分（４２回目・府内）
483,892

こども青少年局 管理課 平成31年03月04日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成30年度　乳幼児精密健康診査事業にかかる診査費の支出について（1月分）
150,328

こども青少年局 管理課 平成31年03月04日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成30年度　乳幼児精密健康診査事業にかかる診査費の支出について（1月分２回目）
112,228

こども青少年局 管理課 平成31年03月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報償費　報償金 大阪市子育て支援事業委託事業者選定会議にかかる委員の報償費（金）の支出について（平成３１年２月１日，２月４日及び２月８日開催）
157,800

こども青少年局 管理課 平成31年03月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成３１年３月５日支払い児童手当給付費の支出について
47,155,400

こども青少年局 管理課 平成31年03月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成３１年３月５日支払い児童手当給付費の支出について（施設）
1,585,000

こども青少年局 管理課 平成31年03月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金の再支出について（第１３回目）
75,000

こども青少年局 管理課 平成31年03月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成30年度　妊産婦健康診査事業等に要する健診委託料の支出について　１月分（４３回目府内）
444,820

こども青少年局 管理課 平成31年03月07日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 負担金、補助及交付金　補助金 平成３０年度大阪市私立幼稚園就園奨励費補助金にかかる経費の支出について
3,931,961,450

こども青少年局 管理課 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 管理課市内出張交通費の支出について（平成３１年１月分）
18,766

こども青少年局 管理課 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 旅費　普通旅費 管理課市内出張交通費の支出について（平成３１年１月分）
1,746

こども青少年局 管理課 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 平成３０年度　歯科健康診査用　アームライト外２点の購入及び同経費の支出について
18,792

こども青少年局 管理課 平成31年03月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報償費　報償金 あいりん児童健全育成事業委託事業者選定会議委員報酬の支出について
52,340

こども青少年局 管理課 平成31年03月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報償費　報償金 平成３０年度大阪市病児・病後児保育事業担当者研修に係る所要経費の支出について
52,080

こども青少年局 管理課 平成31年03月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 児童家庭法令通達集追録の買入に係る所要経費の支出について（第８６６～８６７号）
9,201

こども青少年局 管理課 平成31年03月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 大阪市新生児聴覚検査事業保健師研修会にかかる講師謝礼の支出について
17,420

こども青少年局 管理課 平成31年03月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成３０年度　産後ケア事業に係る委託料の支出について　１月分（第１１回目）
3,123,750

こども青少年局 管理課 平成31年03月13日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報償費　報償金 家庭児童相談員月例研修会の実施と同経費の支出について(平成31年２月)
12,640

こども青少年局 管理課 平成31年03月13日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報償費　報償金 家庭児童相談員事例研究会(西・南ブロック)の実施および同経費の支出について(平成31年2月)
9,140

こども青少年局 管理課 平成31年03月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報償費　報償金 平成31年2月子育て支援室スキルアップ研修の実施及び同経費の支出について
10,760

こども青少年局 管理課 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 負担金、補助及交付金　補助金 平成３０年度大阪市私立幼稚園就園奨励費補助金にかかる経費の支出について（大宮幼稚園）
45,489,700

こども青少年局 管理課 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 平成３０年度全国児童福祉主管課長会議への職員派遣と同経費の支出について
58,840

こども青少年局 管理課 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金の支出について（第14回目）
32,472,580

こども青少年局 管理課 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 扶助費　医療扶助金 平成30年度　妊婦健康診査事業及び新生児聴覚検査事業に要する医療扶助費の支出について（新生児聴覚検査２回目）
29,640

こども青少年局 管理課 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 扶助費　医療扶助金 平成30年度　妊婦健康診査事業及び新生児聴覚検査事業に要する医療扶助費の支出について（新生児聴覚検査１回目）
16,560
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こども青少年局 管理課 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　印刷製本費 市立幼稚園新入園児用「けんこうてちょう」の印刷並びに同所要経費の支出について
241,488

こども青少年局 管理課 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 市立幼稚園環境衛生検査業務委託の実施並びに同所要経費の支出について
201,960

こども青少年局 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 大阪市立幼稚園（伝法幼稚園ほか２６園）機械警備業務委託長期継続にかかる同所要経費の支出について（２月分）
766,449

こども青少年局 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 大阪市立幼稚園（住吉幼稚園ほか１１園）機械警備業務委託長期継続にかかる同所要経費の支出について（２月分）
194,400

こども青少年局 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 大阪市立幼稚園（菅南幼稚園ほか１６園）機械警備業務委託長期継続にかかる同所要経費の支出について（２月分）
468,180

こども青少年局 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立幼稚園用自動体外式除細動器（AED）長期借入にかかる支出について（長期継続契約）　菅南幼稚園　外４件（２月分）
14,796

こども青少年局 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立滝川幼稚園ほか48園自動体外式除細動器（AED）長期借入契約にかかる支出について（２月分）
111,780

こども青少年局 管理課 平成31年03月19日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報償費　報償金 家庭児童相談員事例研究会（南・西・東ブロック）の実施及び同経費の支出について（平成31年３月）
9,820

こども青少年局 管理課 平成31年03月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 ブックスタート用バッグの買入経費の支出について
710,715

こども青少年局 管理課 平成31年03月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 扶助費　医療扶助金 平成30年度　妊婦健康診査事業及び新生児聴覚検査事業に要する医療扶助費の支出について（妊婦健康診査18回目）
1,219,963

こども青少年局 管理課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報償費　報償金 家庭児童相談員事例研究会(東・北･中央ブロック)の実施及び同経費の支出について(平成31年2月)
12,800

こども青少年局 管理課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報償費　報償金 家庭児童相談員月例研修会の実施と同経費の支出について(平成３１年３月)
12,060

こども青少年局 管理課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 児童手当事業に係る子育てワンストップサービスに関する電子データのダウンロード・署名検証・帳票等作成業務委託契約の締結について（２月分）
68,040

こども青少年局 管理課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成30年度　妊婦健康診査事業、新生児聴覚検査に要する健診委託料の支出について　１月分（府外）
8,283,250

こども青少年局 管理課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 扶助費　医療扶助金 平成30年度　妊婦健康診査事業及び新生児聴覚検査事業に要する医療扶助費の支出について（妊婦健康診査19回目）
1,229,392

こども青少年局 管理課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末等機器（総合福祉システム　母子保健関連事務）長期借入の実施及び同経費の支出について【平成３１年２月分】
436,644

こども青少年局 管理課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成30年度妊産婦・乳児一般健康診査、出産前小児保健指導事業に要する健診委託料の支出について２月分（４５回目　府内、新生児聴覚検査　３回目））
196,240,727

こども青少年局 管理課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金の支出について（第15回目）
34,327,751

こども青少年局 管理課 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（平成３１年２月分）の支出について
14,686

こども青少年局 管理課 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　印刷製本費 児童委員・主任児童委員活動広報用リーフレットの作成にかかる経費の支出について
98,496

こども青少年局 管理課 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 管理課市内出張交通費の支出について（平成３１年２月分）
15,464

こども青少年局 管理課 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 平成30年度　乳児家庭全戸訪問事業にかかる出生連絡票後納料金の支払いについて（１月分）
56,826

こども青少年局 管理課 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　其他扶助金 平成３０年度市立幼稚園実費徴収補足給付事業にかかる支給決定について
45,550

こども青少年局 管理課 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 「大阪市版ネウボラ」研修にかかる講師謝礼の支出について
13,280

こども青少年局 管理課 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 旅費　普通旅費 管理課市内出張交通費の支出について（平成３１年２月分）
1,089

こども青少年局 管理課 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成30年度　乳児一般健康診査事業に要する健診委託料の支出について　２月分（４６回目・府内）
560,296

こども青少年局 管理課 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 市立幼稚園用乾式電子複写機借入経費の支出について（平成31年2月分）
610,871

こども青少年局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 平成30年度後期　母子保健事務用　母子保健関係帳票の印刷及び同所要経費の支出について
15,660

こども青少年局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成３０年度子育て短期支援事業委託料の支出について（第３四半期分③）
244,000

こども青少年局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 平成30年度後期　母子保健事務用　母子保健関係帳票の印刷及び同所要経費の支出について
805,248

こども青少年局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　印刷製本費 平成30年度後期　母子保健事務用　母子保健関係帳票の印刷及び同所要経費の支出について
372,826

こども青少年局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成30年度　乳幼児精密健康診査事業にかかる診査費の支出について（2月分）
131,564

こども青少年局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成30年度　乳幼児精密健康診査事業にかかる診査費の支出について（2月分2回目）
157,102

こども青少年局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 平成30年度　市立幼稚園回線使用料の支出について（２月１日～２月28日）
259,617

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金の支出について（Ｈ30年4月～12月分　1回目）
1,903,500

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 阿波座センタービル（明治小学校分校）にかかる、電気使用料金経費の支出について（２月請求分）
44,055

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月04日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 平成30年度第１回大阪市児童福祉審議会里親審査部会にかかる報酬及び費用弁償の支出について
82,500

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月04日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成30年度第１回大阪市児童福祉審議会里親審査部会にかかる報酬及び費用弁償の支出について
2,800

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月05日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 平成30年度第２回大阪市児童福祉審議会児童虐待事例検証部会に係る委員報酬等の支出について
82,500

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月05日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成30年度第２回大阪市児童福祉審議会児童虐待事例検証部会に係る委員報酬等の支出について
2,660

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成30年度要保護児童対策地域協議会機能強化事業の実施及び同所要経費の支出について（１月分）
638,645

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　こども医療助成費にかかる支出について（３月５日払い分）３／６
2,111,237

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　こども医療助成費にかかる支出について（３月５日払い分）５／６
2,020,679

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　こども医療助成費にかかる支出について（３月５日払い分）２／６
1,030,487

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　こども医療助成費にかかる支出について（３月５日払い分）６／６
114,340

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　こども医療助成費にかかる支出について（３月５日払い分）４／６
2,042,664

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　こども医療助成費にかかる支出について（３月５日払い分）１／６
1,491,760
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こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　ひとり親医療助成費にかかる支出について（３月５日払い分）５／５
361,898

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　ひとり親医療助成費にかかる支出について（３月５日払い分）４／５
191,754

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　ひとり親医療助成費にかかる支出について（３月５日払い分）１／５
224,550

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　ひとり親医療助成費にかかる支出について（３月５日払い分）３／５
267,084

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　ひとり親医療助成費にかかる支出について（３月５日払い分）２／５
98,318

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成30年度助産制度措置費（１２月-１）の支出について
7,268,826

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成30年度助産制度措置費（１２月-２）の支出について
8,957,255

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成30年度ひとり親家庭等日常生活支援事業及びエンゼルサポーター派遣事業にかかる所要経費の支出について（１月分）
596,990

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報償費　報償金
平成31年度要保護児童対策地域協議会機能強化事業委託事業者選定会議及び平成31年度子ども家庭支援員研修事業委託事業者選定会議出席にかかる謝
礼金等の支出について 53,580

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業　こども医療助成費にかかる支出について（２月５日払い分）（口座振替不能分）
6,251

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成30年度ひとり親家庭等日常生活支援事業及びエンゼルサポーター派遣事業にかかる所要経費の支出について（１月分）
1,068,004

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ひとり親家庭専門学校等受験対策受講修了時給付金、合格時給付金の支出について（平成30年度：2回目）
928,559

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月11日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報償費　報償金 第３回児童虐待防止体制強化会議にかかる報酬等の支出について
67,840

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　措置扶助金 平成30年度児童扶養手当給付費の支出について（3月期随時払）
21,250,590

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成３０年度子ども家庭支援員研修事業の実施及び同所要経費の支出について
901,443

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度大阪市児童養護施設等の職員の確保及び資質向上事業補助金の支出について（31）【四恩学園、研修事業】
49,000

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度大阪市児童養護施設等の職員の確保及び資質向上事業補助金の支出について（32）【四恩たまみず園、研修事業】
49,000

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 長谷川羽曳野学園改修工事に伴う計画通知に係る完了検査手数料の支出について（電気）
18,000

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 長谷川羽曳野学園改修工事に伴う計画通知に係る完了検査手数料の支出について（建築）
32,000

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度大阪市児童養護施設等の職員の確保及び資質向上事業補助金の支出について（35）【南さくら園、研修事業】
57,000

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度大阪市児童養護施設等の職員の確保及び資質向上事業補助金の支出について（8）【四恩学園、研修事業】
53,000

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 兵庫県立明石学園にかかる措置費（２月分）の支出について
271,365

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 京都府立淇陽学校における措置費の支出について（1月分）
913,232

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成事業用鍼灸マッサージに係る療養費の支出について（２月分）
1,240,574

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報償費　報償金 第４回児童虐待防止体制強化会議にかかる報酬等の支出について
84,700

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成３０年度こども医療費助成事業用医療費の支出について（３月概算払分）
80,609,650

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（平成31年2月分・ひとり親ライン）の支出について
19,200

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成３０年度ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支出について（３月概算払分）
63,404,277

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成３０年度ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支出について（３月決定・後期高齢者医療分）
147,914

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報償費　報償金 養子縁組あっせん事業の許可等に関する弁護士への法的リスク相談に係る報償金の支出について
32,400

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務委託料の支出について(１月診療３月支払い分）
23,981

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務委託料の支出について(１月診療３月支払い分）
22,038,847

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成３０年度こども医療費助成事業用柔道整復術療養費審査支払手数料の支出について（２月審査分）
427,923

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務委託料の支出について(１月診療３月支払い分）
173,879

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成３０年度こども医療費助成事業用医療費審査支払手数料の支出について（２月審査分）
4,908,924

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成３０年度児童入所施設等措置費の支出について（３月分事務費）
500,309,642

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 母子生活支援施設白浜なぎさホームにかかる措置費の支出について(３月分）
325,922

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費の支出について(１２～２月請求分）
334,949

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 奈良県立精華学院にかかる措置費の支出について（２月分）
403,922

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 和歌山県立仙渓学園にかかる措置費の支出について（２月分）
479,614

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務委託料の支出について(１月診療３月支払い分）
25,506,042

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成３０年度ひとり親家庭医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（２月審査）（国保・後期高齢分）
2,651,211

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成３０年度ひとり親家庭医療費助成事業用柔整審査支払事務委託料の支出について（２月審査分）（国保分）
265,194

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金の支出について（平成30年度：１７回目）
99,532

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ひとり親家庭専門学校等受験対策受講修了時給付金、合格時給付金の支出について（平成30年度：3回目）
1,104,780

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 阿波座センタービル（明治小学校分校）にかかる、水道使用料金経費の支出について（３月請求分）
14,382

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済みらい園外２施設にかかる指定管理業務代行料の支出について（３月払）
59,959,221
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こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 母子生活支援施設東さくら園にかかる指定管理業務代行料の支出について（３月払）
12,837,500

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度大阪市児童養護施設等の職員の確保及び資質向上事業補助金の支出について（28）【入舟寮、研修事業】
208,000

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成３０年度こども医療費助成事業用柔道整復術療養費の支出について（３月決定分）
8,359,363

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成３０年度ひとり親家庭医療費助成事業用柔道整復術療養費の支出について（２月決定分）（国保分）
7,238,141

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金の支出について（平成30年度：１８回目）
27,400

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成30年度助産制度措置費（１月-１）の支出について
7,957,875

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成30年度助産制度措置費（１月-２）の支出について
7,328,585

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成30年度助産制度措置費（１月-３）の支出について
549,595

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金の支出について（Ｈ30年10月～12月分　3回目）
423,000

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成30年度要保護児童対策地域協議会機能強化事業の実施及び同所要経費の支出について（２月分）
844,185

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成３０年度こども医療費助成事業用医療費審査支払事務委託料の支出について（２月審査分）
19,867,203

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成３０年度こども医療費助成事業用医療費の支出について（３月概算払分）
196,954,528

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成３０年度児童入所施設等措置費の支出について（４～３月事務費精算分）
2,381,807

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成３０年度児童入所施設等措置費の支出について（２月分事業費３月払い）
62,793,486

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪府立修徳学院にかかる措置費（４－１月分および被虐待児受入加算分）の支出について
21,233,434

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 里親にかかるレスパイト・ケアの支出について（平成31年2月分）
16,800

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 里親にかかるレスパイト・ケアの支出について（平成30年9月分）
11,200

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 里親にかかるレスパイト・ケアの支出について（平成30年10月分）
16,800

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成３０年度ひとり親家庭医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（２月審査分：基金）
2,122,930

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ひとり親家庭専門学校等受験対策受講修了時給付金、合格時給付金の支出について（平成30年度：4回目）
725,260

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成３０年度ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支出について（３月概算払分：基金）
28,545,467

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 阿波座センタービル（明治小学校分校）にかかる、電気使用料金経費の支出について（３月請求分）
40,432

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 大阪市阿波座センタービル高圧発電機部品修繕業務の実施及び同経費の支出について
1,177,200

こども青少年局 こども家庭課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 備品購入費　機械器具費 長谷川羽曳野学園の物品の購入について（その２）「畳ベッド」
1,617,840

こども青少年局 阿武山学園 平成31年03月04日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 阿武山学園　市内出張交通費（１２月１月分）の支出について
39,056

こども青少年局 阿武山学園 平成31年03月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　食糧費 平成30年度　阿武山学園春季園外寮単位社会体験行事実施及び同所要経費の支出について
148,000

こども青少年局 阿武山学園 平成31年03月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 平成30年度　阿武山学園春季園外寮単位社会体験行事実施及び同所要経費の支出について
49,300

こども青少年局 阿武山学園 平成31年03月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　阿武山学園春季園外寮単位社会体験行事実施及び同所要経費の支出について
361,870

こども青少年局 阿武山学園 平成31年03月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 近畿児童自立支援施設保健看護職員研修会の出席並びにその経費の支出について
4,070

こども青少年局 阿武山学園 平成31年03月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 第４回近畿児童自立支援施設心理職連絡会の出席並びにその経費の支出について
4,560

こども青少年局 阿武山学園 平成31年03月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 近畿児童自立支援施設職員研修会の参加及びその経費の支出について
1,940

こども青少年局 阿武山学園 平成31年03月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 第３４回近畿児童自立支援施設女子卓球大会監督者会議の出席並びにその経費の支出について
1,680

こども青少年局 阿武山学園 平成31年03月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　特別旅費 平成30年度全国児童自立支援施設中堅職員研修会への参加について
34,120

こども青少年局 阿武山学園 平成31年03月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　特別旅費 平成30年度法務省交流研修会の参加について
17,600

こども青少年局 阿武山学園 平成31年03月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園入所児童にかかる被服費の支出について（平成31年３月分）
381,370

こども青少年局 阿武山学園 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 阿武山学園観察寮舎一式　借入及び同所要経費の支出について（平成31年1月分）
823,500

こども青少年局 阿武山学園 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 備品購入費　機械器具費 阿武山学園事業用検食用冷凍庫　買入及び同所要経費の支出について
172,800

こども青少年局 阿武山学園 平成31年03月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 阿武山学園観察寮舎一式　借入及び同所要経費の支出について（平成31年２月分）
823,500

こども青少年局 阿武山学園 平成31年03月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　船車賃借料 平成30年度阿武山学園冬山体験学習参加に係るバス借上げ業務委託（概算契約）及び同所要経費の支出について
199,605

こども青少年局 阿武山学園 平成31年03月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 扶助費　措置扶助金 平成30年度阿武山学園入所児童就職支度費の支出について
243,780

こども青少年局 阿武山学園 平成31年03月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 扶助費　措置扶助金 平成30年度　阿武山学園入所児童生活指導訓練費の支出について（31年３月分）
264,500

こども青少年局 阿武山学園 平成31年03月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 大阪市立阿武山学園の給食材料の購入について（平成31年３月分）
2,400,000

こども青少年局 阿武山学園 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 阿武山学園白衣等洗濯業務委託（概算契約）及び同所要経費の支出について（30年10・11・12・31年1月分）
37,972

こども青少年局 阿武山学園 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 阿武山学園本館便所清掃業務委託及び同所要経費の支出について（平成30年11月、12月、平成31年1月分）
77,760

こども青少年局 阿武山学園 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園　コピー代金の支払について（平成31年１月分）
29,908

こども青少年局 阿武山学園 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 阿武山学園　水道料金（30年12月～31年１月分）の支出について
1,066,531

こども青少年局 阿武山学園 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 阿武山学園　水道料金（30年12月～31年１月分）の支出について
741,099
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こども青少年局 阿武山学園 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 阿武山学園　電話料金の支出について（平成31年１月分）
4,441

こども青少年局 阿武山学園 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 阿武山学園仮設建物（本館・講堂棟）一式借入の実施及び同経費の支出について（平成31年２月分）
3,716,181

こども青少年局 阿武山学園 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 阿武山学園仮設建物（本館・講堂棟）一式借入の実施及び同経費の支出について（31年１月分）
3,716,181

こども青少年局 阿武山学園 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園　小口支払基金の支出について（２月分：２月１日～２月28日）
3,000

こども青少年局 阿武山学園 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　燃料費 阿武山学園　小口支払基金の支出について（２月分：２月１日～２月28日）
42,000

こども青少年局 阿武山学園 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　食糧費 阿武山学園　小口支払基金の支出について（２月分：２月１日～２月28日）
2,160

こども青少年局 阿武山学園 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 阿武山学園　ネットワーク回線使用料（平成30年12月分）の支出について
5,130

こども青少年局 阿武山学園 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 阿武山学園　小口支払基金の支出について（２月分：２月１日～２月28日）
13,910

こども青少年局 阿武山学園 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 阿武山学園　小口支払基金の支出について（２月分：２月１日～２月28日）
11,770

こども青少年局 阿武山学園 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 阿武山学園山吹寮・楠寮空調機修繕及び同経費の支出について
434,246

こども青少年局 阿武山学園 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 阿武山学園　ネットワーク回線使用料（平成31年1月分）の支出について
5,130

こども青少年局 阿武山学園 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 阿武山学園公用車の高速道路使用に係るＥＴＣ料金の支払について（平成31年２月15日締切分）
75,270

こども青少年局 阿武山学園 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成30年度阿武山学園事業用ナイロンカッター　外35点買入及び同所要経費の支出について
561,600

こども青少年局 阿武山学園 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 阿武山学園事業用小型乗用車（３台）長期借入及び同所要経費の支出について
135,216

こども青少年局 阿武山学園 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　食糧費 平成30年度　阿武山学園春季園外レクリエーション行事実施及び同所要経費の支出について
20,800

こども青少年局 阿武山学園 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 平成30年度　阿武山学園春季園外レクリエーション行事実施及び同所要経費の支出について
25,940

こども青少年局 阿武山学園 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 阿武山学園本館便所清掃業務委託及び同所要経費の支出について（平成31年２月分）
25,920

こども青少年局 阿武山学園 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　阿武山学園春季園外レクリエーション行事実施及び同所要経費の支出について
139,000

こども青少年局 阿武山学園 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園事業用　化成肥料外24点　買入及び同所要経費の支出について
129,600

こども青少年局 阿武山学園 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園事業用楯１ほか17点買入の実施及び同所要経費の支出について
36,352

こども青少年局 阿武山学園 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成30年度阿武山学園一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（30年10月～31年２月分）
189,000

こども青少年局 長谷川羽曳野学園 平成31年03月04日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 長谷川羽曳野学園電気料金２月分（１月使用分）の支払いについて
256,669

こども青少年局 長谷川羽曳野学園 平成31年03月04日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 長谷川羽曳野学園入所児童の学力模擬テスト会への参加及び同所要経費の支出について（１月実施分）
12,345

こども青少年局 長谷川羽曳野学園 平成31年03月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 長谷川羽曳野学園入所児童の通院にかかる交通費の支出について（３月分）
1,040

こども青少年局 長谷川羽曳野学園 平成31年03月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 平成３０年度長谷川羽曳野学園におけるインターネット回線使用料（１月分）の支出について
5,130

こども青少年局 長谷川羽曳野学園 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 長谷川羽曳野学園事業用洗濯用液体洗剤外２点　買入
33,453

こども青少年局 長谷川羽曳野学園 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 長谷川羽曳野学園入所児童の通学用制服及び体操服の購入について
122,300

こども青少年局 長谷川羽曳野学園 平成31年03月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 扶助費　措置扶助金 大阪市立長谷川羽曳野学園入所児童に対する生活指導訓練費の支給について（平成31年3月分）
35,300

こども青少年局 長谷川羽曳野学園 平成31年03月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
360

こども青少年局 長谷川羽曳野学園 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 長谷川羽曳野学園事業用アルコール製剤外３１点　買入にかかる購入経費の支出について
286,470

こども青少年局 長谷川羽曳野学園 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 長谷川羽曳野学園２月分上下水道料金の支払いについて
253,949

こども青少年局 長谷川羽曳野学園 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 長谷川羽曳野学園事業用市内・近接管外出張交通費（２月分）の支出について
22,830

こども青少年局 長谷川羽曳野学園 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 長谷川羽曳野学園電気料金２月分（施設内通路照明分）の支払いについて
392

こども青少年局 長谷川羽曳野学園 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 長谷川羽曳野学園事業用ボイラー保守点検業務委託契約の締結及び同所要所要経費の支出について
72,900

こども青少年局 長谷川羽曳野学園 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 扶助費　措置扶助金 大阪府立高等学校入学予定者にかかる入学料及び教科書・学用品等経費の支出について
64,512

こども青少年局 長谷川羽曳野学園 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 扶助費　措置扶助金 長谷川羽曳野学園入所児童の高校生特別育成費（経常分）の支出について（第４四半期分）
68,730

こども青少年局 長谷川羽曳野学園 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 長谷川羽曳野学園電気料金３月分（２月使用分）の支払いについて
233,657

こども青少年局 長谷川羽曳野学園 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 長谷川羽曳野学園２月使用分のガス料金支払いについて
210,982

こども青少年局 長谷川羽曳野学園 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 平成３０年度長谷川羽曳野学園におけるインターネット回線使用料（２月分）の支出について
5,130

こども青少年局 長谷川羽曳野学園 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 長谷川羽曳野学園電話料金３月分（２月使用分）の支払について
6,494

こども青少年局 運営担当 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業報償金の支出について（平成31年2月5日実施分）
49,572

こども青少年局 運営担当 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 大阪市こども相談センター事業用電気料金（1月分）の支出について
2,127,145

こども青少年局 運営担当 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター給食材料購入資金の支出について（平成31年３月分）
4,000,000

こども青少年局 運営担当 平成31年03月04日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 平成30年度性加害治療教育プログラムに係るスーパーバイズ経費の支出について（平成31年2月6日実施分）
28,500

こども青少年局 運営担当 平成31年03月04日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張の実施及び同所要経費の支出について（平成31年2月8日実施分）
57,120

こども青少年局 運営担当 平成31年03月04日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 大阪市こども相談センター一時保護所事業用中皿ほか8点買入及び同経費の支出について
144,925

こども青少年局 運営担当 平成31年03月04日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 大阪市こども相談センター一時保護所事業用壁紙ほか２点買入及び同経費の支出について
146,772
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こども青少年局 運営担当 平成31年03月04日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 大阪市こども相談センター事業用ガス料金（２月分）の支出について
1,672,464

こども青少年局 運営担当 平成31年03月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張の実施及び同所要経費の支出について（平成31年2月15日実施分）
20,820

こども青少年局 運営担当 平成31年03月07日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 平成30年度児童相談システム用バックアップデータ遠隔地保管業務委託及び同所要経費の支出について（1月分）
5,616

こども青少年局 運営担当 平成31年03月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 平成30年度大阪市こども相談センター事業用切手購入経費の支出について（３月購入分）
95,300

こども青少年局 運営担当 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 平成30年度性加害治療教育プログラムに係るスーパーバイズ経費の支出について（平成31年2月13日実施分）
18,600

こども青少年局 運営担当 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 大阪市こども相談センター教育相談関連事業業務委託事業者選定会議の謝礼の支出について
102,800

こども青少年局 運営担当 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張の実施及び同所要経費の支出について（平成31年2月20日実施分）
57,000

こども青少年局 運営担当 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張の実施及び同所要経費の支出について（平成31年2月18日実施分）
16,700

こども青少年局 運営担当 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　燃料費 平成30年度こども相談センター小口支払基金繰入金の支出について（２月前半分）
50,000

こども青少年局 運営担当 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　手数料 平成30年度こども相談センター小口支払基金繰入金の支出について（２月前半分）
5,274

こども青少年局 運営担当 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度こども相談センター小口支払基金繰入金の支出について（２月前半分）
4,900

こども青少年局 運営担当 平成31年03月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 大阪市こども相談センター事業用市内・近接管外出張交通費（１月分）の支出について
459,968

こども青少年局 運営担当 平成31年03月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 大阪市こども相談センター里親子包括支援用多機能電話機ほか1点買入及び同経費の支出について
203,040

こども青少年局 運営担当 平成31年03月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 大阪市こども相談センター一時保護所用ジョイントマット買入及び同経費の支出について
386,640

こども青少年局 運営担当 平成31年03月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 平成30年こども相談センター事業用電話料金（２月分）の支出について（児童虐待ホットライン用フリーダイヤル通話料）
51,217

こども青少年局 運営担当 平成31年03月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 大阪市こども相談センター及び大阪市南部こども相談センターにおける寝具一式長期借入（単価契約）及び同所要経費の支出について（12月分）
59,670

こども青少年局 運営担当 平成31年03月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 大阪市こども相談センター及び大阪市南部こども相談センターにおける寝具一式長期借入（単価契約）及び同所要経費の支出について（12月分）
97,956

こども青少年局 運営担当 平成31年03月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張の実施及び同所要経費の支出について（平成31年2月25・26日実施分）
45,240

こども青少年局 運営担当 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成30年度こども相談センター事業用一時保護にかかる措置費の支出について（No.61）
258,470

こども青少年局 運営担当 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成30年度こども相談センター事業用一時保護にかかる措置費の支出について（No.59）
1,383,410

こども青少年局 運営担当 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成30年度こども相談センター事業用一時保護にかかる措置費の支出について（No.58）
393,110

こども青少年局 運営担当 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成30年度こども相談センター事業用一時保護にかかる措置費の支出について（No.60）
1,128,595

こども青少年局 運営担当 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張の実施及び同所要経費の支出について（平成31年2月28日実施分）
42,540

こども青少年局 運営担当 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張の実施及び同所要経費の支出について（平成31年2月28日実施分）
8,040

こども青少年局 運営担当 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　特別旅費 平成30年度児童相談所一時保護所指導者研修＜第３グループ＞への参加及び同所要経費の支出について（平成31年2月13日～15日実施分）
33,490

こども青少年局 運営担当 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　手数料 北部こども相談センター（仮称）の省エネルギー性能判定及び構造計算適合性判定に係る手数料の支出について
291,600

こども青少年局 運営担当 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　児童相談システム機器等長期借入及びにかかる同経費の支出について（２月分）
119,021

こども青少年局 運営担当 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　児童相談システム機器等長期借入及びにかかる同経費の支出について（２月分）
68,575

こども青少年局 運営担当 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 平成30年度大阪市里親委託等推進委員会の開催及び同所要経費の支出について（平成31年2月18日開催分）
102,160

こども青少年局 運営担当 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 平成30年度児童虐待防止援助活動弁護士報酬の支出について（第３四半期分・中央分）
1,704,000

こども青少年局 運営担当 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 平成30年度里親相談会に係る経費の支出について（2月15日実施分）
420

こども青少年局 運営担当 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 大阪市こども相談センター里親子包括支援室用シュレッダーほか1点買入及び同経費の支出について
15,066

こども青少年局 運営担当 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 大阪市こども相談センター（森ノ宮・南部）一時保護所事業用書籍ほか226点及び同経費の支出について
131,698

こども青少年局 運営担当 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 こども相談センター・阿武山学園　乾式デジタル複合機　長期借入（単価契約）及び所要経費の支出について（1月分）（平成27年4月～平成32年3月）
9,041

こども青少年局 運営担当 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 こども相談センター・阿武山学園　乾式デジタル複合機　長期借入（単価契約）及び所要経費の支出について（1月分）（平成27年4月～平成32年3月）
124,338

こども青少年局 運営担当 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 こども相談センター休日及び平日夜間の電話教育相談事業委託契約にかかる支出について（平成31年2月分）
2,231,988

こども青少年局 運営担当 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成30年度こども相談センター不登校児童通所事業（中央通所ルームＡ外１１区分）業務委託契約にかかる支出について（平成31年２月分）
7,441,520

こども青少年局 運営担当 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 こども相談センター自動体外式除細動器（ＡＥＤ）借入契約の実施及び同所要経費の支出について（２月分）
3,585

こども青少年局 運営担当 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 備品購入費　庁用器具費 大阪市こども相談センター里親子包括支援室用シュレッダーほか1点買入及び同経費の支出について
49,680

こども青少年局 運営担当 平成31年03月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張の実施及び同所要経費の支出について（平成31年2月27日実施分）
13,500

こども青少年局 運営担当 平成31年03月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料
平成30年度大阪市こども相談センター及び大阪市南部こども相談センターにおける臨床検査業務委託(概算契約）の実施及び同所要経費の支出について（2月
分） 10,713

こども青少年局 運営担当 平成31年03月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度こども相談センター事業用自動車にかかる長期借入及び同経費の支出について（２月分）
113,832

こども青少年局 運営担当 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　食糧費 平成30年度こども相談センター小口支払基金繰入金の支出について（２月後半分）
285

こども青少年局 運営担当 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成30年度こども相談センター事業用一時保護にかかる措置費の支出について（No.62）
164,550

こども青少年局 運営担当 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金
平成31年度大阪市こども相談センター休日及び平日夜間電話教育相談事業の業務委託にかかる有識者会議（平成31年2月21日開催）の委員謝礼の支出につい
て 33,700

こども青少年局 運営担当 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成30年度こども相談センター小口支払基金繰入金の支出について（２月後半分）
388

こども青少年局 運営担当 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　燃料費 平成30年度こども相談センター小口支払基金繰入金の支出について（２月後半分）
60,000
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こども青少年局 運営担当 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 こども相談センターサテライト西淀川水道料金（３月請求分）の支出について
1,533

こども青少年局 運営担当 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 平成30年度こども相談センター小口支払基金繰入金の支出について（２月後半分）
12,980

こども青少年局 運営担当 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　手数料 平成30年度こども相談センター小口支払基金繰入金の支出について（２月後半分）
8,880

こども青少年局 運営担当 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度こども相談センター小口支払基金繰入金の支出について（２月後半分）
3,200

こども青少年局 運営担当 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度こども相談センター診療所用レセプト電算処理システム長期借入及び同経費の支出について
58,860

こども青少年局 運営担当 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 平成30年度児童福祉審議会こども相談センター審査部会用報酬等（１月分）の支出について
49,500

こども青少年局 運営担当 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成30年度児童福祉審議会こども相談センター審査部会用報酬等（１月分）の支出について
2,480

こども青少年局 運営担当 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成30年度こども相談センター事業用一時保護にかかる措置費の支出について（No.65）
1,114,499

こども青少年局 運営担当 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成30年度こども相談センター事業用一時保護にかかる措置費の支出について（No.63）
878,530

こども青少年局 運営担当 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張の実施及び同所要経費の支出について（平成31年3月1日実施分）
76,320

こども青少年局 運営担当 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費
平成30年度　こども相談センター用　乾式デジタル複合機　長期借入（単価契約）及び所要経費の支出について（１台1月分）（平成30年5月1日～平成33年4月30
日） 16,762

こども青少年局 運営担当 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　建物修繕料 大阪市こども相談センターサーバー室空調機修繕費の支出について
276,480

こども青少年局 運営担当 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 平成30年度こども相談センター事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
89,480

こども青少年局 運営担当 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　手数料 平成30年度大阪市こども相談センター及び大阪市南部こども相談センター白衣等洗濯請負業務委託支出について（２月分）
26,222

こども青少年局 運営担当 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成30年度こども相談センター昇降機保守点検業務委託(2月分)の支出について
133,920

こども青少年局 運営担当 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 大阪市こども相談センター清掃業務委託長期継続(平成31年2月分)の支出について
445,500

こども青少年局 運営担当 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 大阪市こども相談センター警備（人的警備）業務委託長期継続(平成31年2月分)の支出について
667,050

こども青少年局 運営担当 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 大阪市こども相談センター等施設維持管理業務委託長期継続(平成31年2月分)の支出について
2,162,160

こども青少年局 運営担当 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度こども相談センター事業用乾式電子複写機（ＦＡＸ機）長期借入及び同経費の支出について（２月分）
8,035

こども青少年局 運営担当 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 平成30年度第２回教育相談事業推進会議の講師謝礼の支出について
85,780

こども青少年局 運営担当 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 大阪市こども相談センター　親・子のカウンセリング事業用報償金（２月分）の支出について
401,010

こども青少年局 運営担当 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 平成30年度　精密検診及び事後指導用報償金（２月分）の支出について
16,200

こども青少年局 運営担当 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 平成30年度性加害治療教育プログラムに係るスタッフ研修の支出について（平成31年3月5日実施分）
27,900

こども青少年局 運営担当 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張の実施及び同所要経費の支出について（平成31年3月4日実施分）
820

こども青少年局 運営担当 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張の実施及び同所要経費の支出について（平成31年3月7日実施分）
7,000

こども青少年局 運営担当 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張の実施及び同所要経費の支出について（平成31年3月8日実施分）
2,570

こども青少年局 運営担当 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張の実施及び同所要経費の支出について（平成31年2月27日実施分）
52,000

こども青少年局 運営担当 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張の実施及び同所要経費の支出について（平成31年3月8日実施分）
1,490

こども青少年局 運営担当 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 負担金、補助及交付金　会費 平成30年度児童相談所児童福祉司スーパーバイザー義務研修の受講料の支出について（SBI子ども希望財団）
108,000

こども青少年局 運営担当 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 平成30年度児童相談システム用バックアップデータ遠隔地保管業務委託及び同所要経費の支出について（２月分）
5,616

こども青少年局 運営担当 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成30年度こども相談センター事業用　ミシン ほか13点　買入及び同経費の支出について
176,340

こども青少年局 運営担当 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　医薬材料費 平成30年度こども相談センター診療所用外皮用薬（鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤）ほか13点買入及び同経費の支出について
136,878

こども青少年局 運営担当 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　医薬材料費 平成30年度こども相談センター診療所用外皮用薬（鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤）ほか13点買入及び同経費の支出について
118,092

こども青少年局 運営担当 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 大阪市こども相談センター一時保護所事業用　紙おむつ１ほか７点買入買入及び同経費の支出について
896,886

こども青少年局 運営担当 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 大阪市こども相談センター及び大阪市南部こども相談センターにおける寝具一式長期借入（単価契約）及び同所要経費の支出について（２月分）
56,754

こども青少年局 運営担当 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 児童移送用公用車ＥＴＣ利用有料道路通行料（１月分）の支出について
102,520

こども青少年局 運営担当 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 大阪市こども相談センター及び大阪市南部こども相談センターにおける寝具一式長期借入（単価契約）及び同所要経費の支出について（２月分）
98,442

こども青少年局 運営担当 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報償費　報償金 スクールカウンセラー報償金の支出について（平成30年度２月分）
17,892,610

こども青少年局 運営担当 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成30年度こども相談センター事業用一時保護にかかる措置費の支出について（No.64）
1,172,760

こども青少年局 運営担当 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成30年度こども相談センター事業用一時保護にかかる措置費の支出について（No.67）
1,170,100

こども青少年局 運営担当 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 平成30年度ピアカウンセラー養成事業の実施及び同所要経費の支出について（平成31年3月実施分）
19,320

こども青少年局 運営担当 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張の実施及び同所要経費の支出について（平成31年3月8日実施分）
77,120

こども青少年局 運営担当 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張の実施及び同所要経費の支出について（平成31年3月8日実施分）
77,120

こども青少年局 運営担当 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 大阪市こども相談センター事業用市内・近接管外出張交通費（１月分）再振替分
3,850

こども青少年局 運営担当 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 大阪市こども相談センター事業用　ＷＩＳＣ－Ⅳ知能検査用紙　ほか12点　買入及び同経費の支出について
173,796

こども青少年局 運営担当 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 こども相談センター心理判定事業用　新版K式発達検査2001検査用紙１ほか18点買入及び同経費の支出について
231,120

こども青少年局 運営担当 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 こども相談センター心理判定事業用　新版K式発達検査2001検査用紙１ほか18点買入及び同経費の支出について
479,995
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こども青少年局 運営担当 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 大阪市こども相談センター事業用　ＷＩＳＣ－Ⅳ知能検査用紙　ほか12点　買入及び同経費の支出について
895,266

こども青少年局 運営担当 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 大阪市里親制度普及啓発用手提げアームバッグ買入及び同所要経費の支出について
96,120

こども青少年局 運営担当 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 こども相談センターサテライト西淀川電気料金（３月請求分）の支出について
13,817

こども青少年局 運営担当 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 大阪市こども相談センター事業用ガス料金（３月分）の支出について
1,790,020

こども青少年局 運営担当 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 大阪市こども相談センター事業用電気料金（２月分）の支出について
1,989,587

こども青少年局 運営担当 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　建物修繕料 大阪市こども相談センター給湯用ボイラーガス漏れ修繕費の支出について
100,472

こども青少年局 運営担当 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　手数料 北部こども相談センター（仮称）の省エネルギー性能判定及び構造計算適合性判定に係る手数料の支出について
221,900

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成３０年度南部こども相談センター一時保護にかかる措置費の支出について（NO.121）
1,862,730

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　特別旅費 平成３０年度児童相談所一時保護所指導者研修＜第３グループ＞への参加にかかる所要経費の支出について（平成31年2月13日～15日実施分）
33,814

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

平成31年03月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成３０年度南部こども相談センター一時保護にかかる措置費の支出について（NO.122）
12,750

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成31年２月19日実施分）
2,640

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 大阪市こども相談センター及び南部こども相談センター一時保護所厨房用　ミニトング　ほか１５点の支出について
135,169

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 大阪市南部こども相談センター一時保護所用　プールサイド用すのこ　ほか７点の支出について
105,840

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 大阪市こども相談センター及び南部こども相談センター事業・一時保護所用　パズル１　ほか３１点の支出について
168,447

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

平成31年03月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成３０年度南部こども相談センター一時保護にかかる措置費の支出について（NO.124）
316,370

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

平成31年03月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成31年２月25日実施分）
16,700

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

平成31年03月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成３０年度南部こども相談センター一時保護にかかる措置費の支出について（NO.123）
2,053,050

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

平成31年03月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成３０年度南部こども相談センター一時保護にかかる措置費の支出について（NO.125）
41,540

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 大阪市南部こども相談センター一時保護所用　環境測定器（残留塩素測定器）の支出について
12,582

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

平成31年03月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の再支出について（平成31年２月８日実施分）
1,720

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

平成31年03月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成31年２月28日実施分）
2,280

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

平成31年03月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 大阪市南部こども相談センター事業用乾式電子複写機（ＦＡＸ機）長期借入にかかる所要経費の支出について（平成３１年２月分）
5,076

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成３０年度南部こども相談センター一時保護にかかる措置費の支出について（NO.126）
628,920

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成31年３月５日実施分）
16,600

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成30年度大阪市南部こども相談センター用乾式デジタル複合機　長期借入（単価契約）にかかる支出について（2月分）
51,928

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成31年３月６日実施分）
11,260

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 南部こども相談センター事業用市内・近接管外出張交通費（１月分）の支出について
117,840

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 平成30年度南部こども相談センター事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
20,565

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成３０年度　南部こども相談センター等水質検査及び簡易専用水道検査業務委託の支出について
56,160

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成30年度南部こども相談センター等汚水槽・雑排水槽清掃業務委託の支出について
259,200

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 南部こども相談センター等産業廃棄物収集運搬業務委託（汚泥）の支出について
54,000

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成31年３月12日実施分）
2,640

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　燃料費 南部こども相談センター小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月分）
20,000

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　手数料 南部こども相談センター小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月分）
4,792

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 大阪市南部こども相談センター警備(人的警備)業務委託長期継続の支出について（平成31年2月分）
563,887

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 大阪市南部こども相談センター清掃業務委託長期継続の支出について（平成31年2月分）
97,919

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 大阪市南部こども相談センター事業用小型乗用車長期借入の支出について（平成31年2月分）
64,692

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 南部こども相談センター小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月分）
3,400

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 こども相談センター事業用　普通（５人乗り）自動車　長期借入の支出について（平成31年2月分）
36,396

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

平成31年03月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 南部こども相談センター等産業廃棄物処分業務委託（汚泥）の支出について
16,200

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 南部こども相談センター事業用ガス料金（平成30年度２月分）の支出について
255,804

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 南部こども相談センター児童移送用公用車ＥＴＣ利用有料道路通行料の支出について（平成31年01月分）
20,610

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 南部こども相談センター児童相談システム機器（追加分）等借入の実施並びに同所要経費の支出について
13,932

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成３０年度南部こども相談センター一時保護にかかる措置費の支出について（NO.129）
1,130,300

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成３０年度南部こども相談センター一時保護にかかる措置費の支出について（NO.127）
208,600

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成３０年度南部こども相談センター一時保護にかかる措置費の支出について（NO.128）
277,500

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 南部こども相談センター事業用市内・近接管外出張交通費（２月分）の支出について
123,558
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こども青少年局
南部こども相談セン
ター

平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成31年３月14日実施分）
1,480

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成30年度南部こども相談センター一時保護所用シリンダー錠前他4点の支出について
61,668

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 大阪市南部こども相談センター　修繕作業用　壁紙　ほか５点の支出について
37,287

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 平成30年度南部こども相談センター事業用電話料金（2月分）の支出について
144,209

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 平成３０年度大阪市南部こども相談センターにおける庁内情報ネットワーク用回線使用料（平成３１年２月分）の支出について
5,130

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 南部こども相談センター診療所用レセプト電算処理システム長期借入及び同経費の支出について
46,699

こども青少年局 保育企画課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成３０年度　他市民間保育所子どものための教育・保育給付費（２月分）の支出について（奈良県北葛城郡：やまびこ保育園分）
136,910

こども青少年局 保育企画課 平成31年03月04日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度　大阪市新規採用保育士特別給付補助金の支出について（３回目）
3,450,000

こども青少年局 保育企画課 平成31年03月04日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成３０年度　他市民間保育所子どものための教育・保育給付費（２月分）の支出について
1,716,290

こども青少年局 保育企画課 平成31年03月05日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 こども・子育て支援会議認可・確認部会に係る委員報酬及び交通費の支出について【認定こども園自主移行　第２次公募】
181,500

こども青少年局 保育企画課 平成31年03月05日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 こども・子育て支援会議認可・確認部会に係る委員報酬及び交通費の支出について【認定こども園自主移行　第２次公募】
8,020

こども青少年局 保育企画課 平成31年03月05日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 こども・子育て支援会議認可・確認部会に係る委員報酬及び交通費の支出について【認定こども園自主移行　第２次公募】
1,010

こども青少年局 保育企画課 平成31年03月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成30年度他市認定こども園子どものための教育・保育給付費（２月分）の支出について（認定こども園鴻池学園幼稚園）
2,577,880

こども青少年局 保育企画課 平成31年03月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 こども・子育て支援事務センター用　乾式デジタル複合機　長期借入（単価契約）の支出について　（平成31年1月分）
15,998

こども青少年局 保育企画課 平成31年03月07日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成27年度及び28年度子どものための教育・保育給付費国庫負担金に係る事業実績報告の訂正に伴う超過交付金の返還について
20,871,360

こども青少年局 保育企画課 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　分担金 平成30年度　こども・子育て支援事務センター　管理費及び修繕積立費（３月分）の支出について
112,360

こども青少年局 保育企画課 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成30年度　市内民間認可保育所子どものための教育・保育給付費（３月分）の支出について
3,905,962,770

こども青少年局 保育企画課 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成30年度　市内民間幼稚園子どものための教育・保育給付費（３月分）の支出について
94,562,848

こども青少年局 保育企画課 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成30年度　市内地域型保育事業所子どものための教育・保育給付費（３月分）の支出について
563,549,600

こども青少年局 保育企画課 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成30年度　市内民間認定こども園子どものための教育・保育給付費（３月分）の支出について
712,550,852

こども青少年局 保育企画課 平成31年03月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 使用料及賃借料　使用料 食物アレルギー対応説明会の開催にかかる備品使用料の支出について（阿倍野区民センター）
11,900

こども青少年局 保育企画課 平成31年03月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成３０年度　産休等代替職員費補助金の支出について（塚本くすのき保育園）
418,380

こども青少年局 保育企画課 平成31年03月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成30年度　市内民間認可保育所子どものための教育・保育給付費（３月分）の支出について（菅原天満保育園分）
6,463,810

こども青少年局 保育企画課 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 大阪市児童福祉審議会保育事業認可前審査部会に係る経費の支出について【民間保育所・地域型保育事業所の建替審査】
264,000

こども青少年局 保育企画課 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 大阪市児童福祉審議会保育事業認可前審査部会に係る経費の支出について【民間保育所・地域型保育事業所の建替審査】
10,950

こども青少年局 保育企画課 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 使用料及賃借料　使用料 平成３１年度特定教育・保育施設事業者説明会の開催にかかる会場使用料の支出について（東成区民センター）
22,750

こども青少年局 保育企画課 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度大阪市民間保育所等整備費補助金の支出について（社会福祉法人幸陽会（仮称）天王寺真法院保育園【２か年事業２年目】）
146,831,000

こども青少年局 保育企画課 平成31年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 子どものための教育・保育給付費等の精算について（ポラリスこども園分）
39,900

こども青少年局 保育企画課 平成31年03月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 待機児童調査にかかる返信用封筒の印刷及び同所要経費の支出について
22,377

こども青少年局 保育企画課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料
平成30年度総合福祉システム（福祉五法システム）保育所入所関係帳票裁断、封入、折込、仕分け、配送業務委託にかかる経費の支出について（全１２回中１１
回目） 122,126

こども青少年局 保育企画課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 大阪市こども・子育て支援事務センター運営事業に関する包括的業務委託（長期継続）（2月分）
4,191,480

こども青少年局 保育企画課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成30年度保育補助者雇上げ強化事業等事務処理業務委託契約の実施及び同経費の支出について（2月分）
907,200

こども青少年局 保育企画課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成30年度総合福祉システム（福祉五法システム）納入通知書等作成業務委託にかかる経費の支出について（全１２回中１１回目）
150,236

こども青少年局 保育企画課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成30年度総合福祉システム（福祉五法システム）納入通知書等封入、封緘、配送業務委託にかかる経費の支出について（全１２回中１１回）
186,534

こども青少年局 保育企画課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成30年度処遇改善等加算Ⅱ事務処理等業務委託契約にかかる所要経費の支出について（2月分）
838,296

こども青少年局 保育企画課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度　大阪市新規採用保育士特別給付補助金の支出について（４回目）
2,510,000

こども青少年局 保育企画課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成３０年度　他市民間保育所子どものための教育・保育給付費（３月分）の支出について（奈良県香芝市：ハルナ保育園分）
39,140

こども青少年局 保育企画課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 平成３０年度市内出張交通費の支出について（１月分）
129,514

こども青少年局 保育企画課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 こども・子育て支援事務センター用　乾式デジタル複合機　長期借入（単価契約）の支出について　（平成31年2月分）
13,826

こども青少年局 保育企画課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育事務用ホワイトボードほか４点買入にかかる経費の支出について
66,744

こども青少年局 保育企画課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 子どものための教育・保育給付費等の精算について（認定こども園　勝山愛和第四幼稚園分）
77,700

こども青少年局 保育企画課 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度大阪市民間保育所等大規模改修費補助金の支出について（社会福祉法人恵福祉会　さかえ保育園）
7,500,000

こども青少年局 保育企画課 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成３０年度　他市民間保育所子どものための教育・保育給付費（３月分）の支出について
2,309,480

こども青少年局 保育企画課 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成３０年度　他市地域型保育事業所子どものための教育・保育給付費（３月分）の支出について
2,755,490

こども青少年局 保育企画課 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成３０年度　他市幼稚園子どものための教育・保育給付費（３月分）の支出について
387,124

こども青少年局 保育企画課 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成30年度他市認定こども園子どものための教育・保育給付費（３月分）の支出について（認定こども園鴻池学園幼稚園）
2,581,730

こども青少年局 保育企画課 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成３０年度　他市民間認定こども園子どものための教育・保育給付費（３月分）の支出について
31,701,408
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こども青少年局 保育企画課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 大阪市児童福祉審議会保育事業認可部会に係る経費の支出について【第４回】
82,500

こども青少年局 保育企画課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 大阪市児童福祉審議会保育事業認可部会に係る経費の支出について【第４回】
2,670

こども青少年局 保育企画課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育施設・事業をご利用中の保護者のみなさんへ外６点の印刷及び同所要経費の支出について（現況、世帯状況関係・新入児童関係）
746,105

こども青少年局 保育企画課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　印刷製本費 保育施設・事業をご利用中の保護者のみなさんへ外６点の印刷及び同所要経費の支出について（現況、世帯状況関係・新入児童関係）
171,072

こども青少年局 保育企画課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 城東区民センターホール使用に係る舞台設営業務委託にかかる経費の支出について
34,560

こども青少年局 保育企画課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 阿倍野区民センターホール使用に係る舞台設営業務委託にかかる所要経費の支出について
51,840

こども青少年局 保育企画課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成３０年度　他市民間保育所子どものための教育・保育給付費（３月分）の支出について（奈良県北葛城郡：やまびこ保育園分）
176,770

こども青少年局 保育企画課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成30年度　市内民間認可保育所子どものための教育・保育給付費（単価改正分）の支出について
311,932,920

こども青少年局 保育企画課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成30年度　市内地域型保育事業所子どものための教育・保育給付費（単価改正分）の支出について
49,017,110

こども青少年局 保育企画課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成30年度　市内民間認定こども園子どものための教育・保育給付費（単価改正分）の支出について
73,145,875

こども青少年局 保育企画課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成30年度　市内民間幼稚園子どものための教育・保育給付費（単価改正分）の支出について
10,333,155

こども青少年局 保育企画課 平成31年03月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成26年度保育緊急確保事業費補助金及び平成29年度保育所等整備交付金の受入超過に伴う還付（返還）にかかる経費の支出について
1,380,000

こども青少年局 保育企画課 平成31年03月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成30年度公立保育所保育料過誤納金（過年度調定分）の還付について（２月請求分）
329,420

こども青少年局 保育企画課 平成31年03月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成30年度私立保育所保育料過誤納金（過年度調定分）の還付について（２月請求分）
251,550

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 南江口保育所開放廊下床改修工事にかかる経費の支出について
629,640

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月04日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 ３月４日支払い予定　保育所職員市内出張交通費の支出について　特別（平成３０年１２月分）
81,314

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月04日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　其他扶助金 ３月４日支出分　所外保育にかかる扶助費の支出について（３月５～３月８日）３月１週
9,124

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月04日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 保育所職員市内出張交通費の支出について　一般（平成３０年１２月分）
445,957

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月04日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 ３月４日支出分　所外保育にかかる普通旅費の支出について（３月５～３月８日）３月１週
26,082

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月04日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 鷹合保育所１歳児保育室空調機点検作業の支出について
13,500

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月04日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 ３月４日支出分　所外保育にかかる使用料の支出について（３月５～３月８日）３月１週
2,200

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　４，５歳児用机外１０点の購入及び同所要経費の支出について
7,344,000

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成30年度こども青少年局所管施設一般廃棄物収集・運搬業務委託（概算契約）の所要経費について（1月分）
730,144

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　其他扶助金 ３月６日支出分　所外保育にかかる扶助費の支出について　３月１週
360

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 ３月６日支出分　所外保育にかかる使用料の支出について　３月１週
5,200

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 保育所運営課市内出張交通費支払いについて（１月分）
117,531

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　ガス小型給湯器5号の購入及び同経費の支出について
32,400

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　プロジェクター　ほか1点の購入及び同経費の支出について
58,276

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　被服費 保育所給食調理業務用被服上衣（白）外１点の購入及び同経費の支出について
1,028,883

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 南江口保育所排水会所洗浄作業にかかる経費の支出について
48,600

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 備品購入費　機械器具費 保育所用　プロジェクター　ほか1点の購入及び同経費の支出について
74,844

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　其他扶助金 ３月１１日支出分　所外保育にかかる扶助費の支出について（３月１２～３月１５日）３月２週
400

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 ３月１１日支出分　所外保育にかかる普通旅費の支出について（３月１２～３月１５日）３月２週
1,274

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 浅香東保育所病後児室空調機緊急取替工事にかかる支出について
760,320

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 ３月１１日支出分　所外保育にかかる使用料の支出について（３月１２～３月１５日）３月２週
2,500

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 高見町保育所２歳児保育室空調機緊急取替工事にかかる支出について
518,400

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 住吉乳児保育所０歳児保育室空調機点検作業の実施及び同所要経費の支出について
13,176

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 負担金、補助及交付金　分担金 平成３０年度市営住宅共通管理費分担金の支出について
120,000

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　防音シート　ほか１点（御幸保育所用）の購入及び同経費の支出について
78,624

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 備品購入費　機械器具費 保育所用　配膳ワゴンの購入及び同経費の支出について
409,320

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　其他扶助金 第６回所外保育及び物品購入にかかる其他扶助金の支出について（事後払）
52,204

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 茨田第１保育所事務所空調機修繕にかかる経費の支出について
184,788

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 報償費　報償金 大阪市立保育所民間移管・民間委託予定者選定会議実施経費（１０月分）の支出について
68,110

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　舌圧子　ほか１点の購入及び同経費の支出について
412,236

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 大宮第１保育所４歳児保育室空調機取替工事（その２）にかかる経費の支出について
842,400

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成３０年度　保育所運営事業委託料の支出について（３月分）
274,886,296

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 市立保育所機械警備業務委託（南エリア）の所要経費の支出について（2月分）
200,880
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こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 市立保育所機械警備業務委託（西エリア）の所要経費の支出について（2月分）
249,480

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成30年度こども青少年局所管施設産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託（概算契約）の所要経費について（2月分）
717,672

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 市立保育所機械警備業務委託（北エリア）の所要経費の支出について（2月分）
226,476

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 公立保育所臨時職員定期健康診断業務（概算契約）の実施及び同経費の支出について
108,864

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 市立保育所機械警備業務委託（東エリア）の所要経費の支出について（2月分）
247,968

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 備品購入費　機械器具費 保育所用　給湯器（喜連・西淡路第２保育所）の購入及び同経費の支出について
193,860

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 保育所職員市内出張交通費の支出について　特別（平成３１年１月分）
75,048

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 報償費　報償金 大阪市立保育所民間移管・民間委託予定者選定会議実施経費（２月分）の支出について
51,670

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 保育所職員市内出張交通費の支出について　一般（平成３１年１月分）
442,368

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　朱肉（大）ほか　１８０点の購入及び同経費の支出について
1,689,120

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　ポスターカラーしろ　ほか１５０点の購入及び同経費の支出について
1,352,494

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 南津守保育所施設一式長期借入契約にかかる経費（２月分）の支出について
718,200

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　クッキングシート　ほか２８点の購入及び同経費の支出について
1,234,101

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　加湿空気清浄機の購入及び同経費の支出について
1,391,256

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　色画用紙　くろほか８１点の購入及び同経費の支出について
1,043,334

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 加島第１保育所ほか16施設で使用する電気（高圧）（2月分）
2,838,765

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 八幡屋保育所３歳児保育室空調機点検作業の支出について
13,500

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 平成30年度大阪市立保育所におけるピアノ調律業務の所要経費の支出について（2月分）
17,820

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 小田町保育所つどいの広場空調機点検作業の支出について
13,500

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育所用　一時預かり事業利用料　納付書・領収証書（保育所使用料）　ほか７点印刷・購入及び同所要経費の支出について
237,524

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　一時預かり事業利用料　納付書・領収証書（保育所使用料）　ほか７点印刷・購入及び同所要経費の支出について
87,556

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　其他扶助金 第７回所外保育及び物品購入にかかる其他扶助金の支出について（事前・事後払）
35,862

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成３０年度都市再生機構内保育所（出来島・千島・豊里第２）賃貸料、共益費の支出について（3月分）
265,820

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 保育所職員市内出張交通費の支出について　特別（平成３１年２月分）
79,533

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 保育所職員市内出張交通費の支出について　一般（平成３１年２月分）
412,939

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立保育所及び子育て支援センター等におけるコピー機使用料の支出について（2月分）
27,232

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育所用　畳ロール（梅本保育所用）購入及び同経費の支出について
29,160

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所及び子育て支援センター等におけるコピー機使用料の支出について（2月分）
478,433

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　ガス鋳物コンロ（３重）の購入及び同経費の支出について
102,816

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　インターホン子機の購入及び同経費の支出について
102,594

こども青少年局 保育所運営課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 平成30年度市立保育所におけるインターネット回線使用料（ケイ・オプティコム2月分）の支出について
420,660

こども青少年局
保育・幼児教育セン
ター

平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報償費　報償金 公私幼保合同研究会取組内容報告会（2月1日及び2月14日）にかかる所要経費の支出について（報償金）
130,400

こども青少年局
保育・幼児教育セン
ター

平成31年03月05日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 大阪市保育・幼児教育センター回線使用料の支出について（平成30年12月6日～平成31年1月5日）
5,514

こども青少年局
保育・幼児教育セン
ター

平成31年03月05日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 平成30年度大阪市保育・幼児教育センターにおけるインターネット回線使用料（1月分）
5,130

こども青少年局
保育・幼児教育セン
ター

平成31年03月07日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報償費　報償金 公私幼保合同研究会取組内容報告会にかかる所要経費の支出について（報償金）
62,980

こども青少年局
保育・幼児教育セン
ター

平成31年03月07日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 負担金、補助及交付金　分担金 平成30年度大阪市保育・幼児教育センター維持管理の実施及び同所要経費の支出について（平成31年２月分管理業務委託費および平成31年１月分負担金）
802,514

こども青少年局
保育・幼児教育セン
ター

平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報償費　報償金 公私幼保合同研修会（２月21日）にかかる所要経費の支出について（報償金）
24,340

こども青少年局
保育・幼児教育セン
ター

平成31年03月11日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報償費　報償金 保幼こ小連携・接続研究事業にかかる所要経費の支出について（平成31年2月分）
53,940

こども青少年局
保育・幼児教育セン
ター

平成31年03月14日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報償費　報償金 公私幼保合同研修会（２月28日）にかかる所要経費の支出について（報償金）
18,540

こども青少年局
保育・幼児教育セン
ター

平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 大阪市保育・幼児教育センター用乾式電子複写機借入経費の支出について（平成31年２月分）
39,542

こども青少年局
保育・幼児教育セン
ター

平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 大阪市保育・幼児教育センター清掃業務委託　長期継続の実施及び同所要経費の支出について（平成31年２月分）
115,020

こども青少年局
保育・幼児教育セン
ター

平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報償費　報償金 こども青少年局保育・幼児教育センター関連事業委託業者選定会議の開催及び同経費の支出について（全２回中２回目）
51,520

こども青少年局
保育・幼児教育セン
ター

平成31年03月25日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 大阪市特別参与による幼児教育・保育に関する専門的な助言等の所要経費の支出について
18,460

こども青少年局
保育・幼児教育セン
ター

平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 平成30年度大阪市保育・幼児教育センターにおけるインターネット回線使用料（2月分）
5,130

環境局 環境管理課 平成31年03月04日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 （環境規制）連絡調整用市内等出張交通費の支出について（平成30年度1月分）
11,420

環境局 環境管理課 平成31年03月04日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　建物修繕料 大気汚染常時監視用大宮中学校測定局屋上防水ほか修繕の実施及び同経費の支出について
396,360

環境局 環境管理課 平成31年03月06日 一般会計 環境費 環境費 環境費 委託料　委託料 平成３０年度水生生物生息状況調査等業務委託の実施及び同経費の支出について（水質汚濁対策用）
1,451,520
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環境局 環境管理課 平成31年03月08日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　船車修繕料 公害パトロール車継続検査（天然ガス車）に係る経費の支出について
279,180

環境局 環境管理課 平成31年03月08日 一般会計 環境費 環境費 環境費 公課費　公課費 公害パトロール車継続検査に係る自動車重量税の支出について（天ガス車・公害パトロール用）
38,500

環境局 環境管理課 平成31年03月13日 一般会計 環境費 環境費 環境費 報償費　報償金 悪臭防止対策用悪臭分析パネルに係る報償金の支出について（２月21日実施分）
18,000

環境局 環境管理課 平成31年03月13日 一般会計 環境費 環境費 環境費 委託料　委託料 平成30年度化学物質対策セミナー実施に係る阿倍野区民センター舞台設備等運営業務委託にかかる支出について
51,840

環境局 環境管理課 平成31年03月15日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
1,937

環境局 環境管理課 平成31年03月15日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 水質監視用簡易水質検査キットパックテスト（COD）ほか９点買入の実施及び経費の支出について（３回目／全３回）
132,840

環境局 環境管理課 平成31年03月15日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費
法規関連書籍追録（環境計量作業環境測定　法令・JIS要覧、環境保全関係法令集）概算購入及び経費の支出について（環境管理部一般事務用：第9回中間払
い） 9,598

環境局 環境管理課 平成31年03月15日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 大気汚染常時監視テレメータシステム用子局機器一式借入（再リース）に係る経費の支出について（2月分）
75,816

環境局 環境管理課 平成31年03月15日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
1,700

環境局 環境管理課 平成31年03月15日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 大気汚染常時監視テレメータシステム用親局機器一式長期借入に係る経費の支出について（2月分）
280,044

環境局 環境管理課 平成31年03月15日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 環境データ処理システム用環境データ処理システム機器一式長期借入に係る経費の支出について（2月分）
76,140

環境局 環境管理課 平成31年03月15日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大気汚染常時監視用梅田新道測定局の不動産使用にかかる経費の支出について（下半期分）
665,058

環境局 環境管理課 平成31年03月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 産業廃棄物規制用大阪地下鉄回数カードの購入経費の支出について
30,000

環境局 環境管理課 平成31年03月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成30年度大阪市保管低濃度ポリ塩化ビフェニル（PCB）汚染安定器収集運搬業務委託に係る経費の支出について（PCB廃棄物処理調査用）
680,400

環境局 環境管理課 平成31年03月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 産業廃棄物規制用市内出張交通費について（２月分）
1,840

環境局 環境管理課 平成31年03月19日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　燃料費 揮発油（レギュラー）スタンド給油料金の支出について（公害パトロール用・1月分）
44,711

環境局 環境管理課 平成31年03月19日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ高速道路通行料の支出について（公害パトロール・1月分）
21,480

環境局 環境管理課 平成31年03月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 PCB廃棄物に係る適正処理説明会の附帯設備使用に係る経費の支出について
7,700

環境局 環境管理課 平成31年03月20日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　損害保険料 窒素酸化物対策推進事業用　倍速充電スタンドに係る動産総合保険料の支出について
9,670

環境局 環境管理課 平成31年03月20日 一般会計 環境費 環境費 環境費 委託料　委託料 平成30年度　市内幹線道路騒音・振動調査業務委託に係る経費の支出について（交通騒音振動対策用）
2,916,000

環境局 環境管理課 平成31年03月20日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局（ＡＴＣ庁舎）構内電話配線使用料の支出について（庁舎管理用：2月分）
1,080

環境局 環境管理課 平成31年03月20日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　不動産賃借料 緊急時対策用ＡＴＣ庁舎の構内配線使用に係る経費の支出について（2月分）
4,860

環境局 環境管理課 平成31年03月22日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 水質汚濁対策用市内出張交通費の支出について（２月分）
1,040

環境局 環境管理課 平成31年03月22日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 水質汚濁対策用市内出張交通費の支出について（２月分）
2,380

環境局 環境管理課 平成31年03月22日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 【東部環境保全監視グループ】市内出張交通費（事務連絡用、平成３１年２月分）の支出について
660

環境局 環境管理課 平成31年03月22日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 一般業務用市内出張交通費の支出について（平成31年２月分）【西部環境保全監視グループ】
920

環境局 環境管理課 平成31年03月22日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 テントほか４点の買入に係る購入経費の支出について（水質汚濁対策用）
39,106

環境局 環境管理課 平成31年03月22日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　建物修繕料 大気汚染常時監視用聖賢小学校測定局舎扉鍵取替修繕の実施及び同経費の支出について
70,459

環境局 環境管理課 平成31年03月22日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　手数料 普通騒音計の検定及び同経費の支出について（交通騒音振動対策用）
15,300

環境局 環境管理課 平成31年03月22日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 【東部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年２月分）
4,650

環境局 環境管理課 平成31年03月22日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年２月分）【西部環境保全監視グループ】
100

環境局 環境管理課 平成31年03月22日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年２月分）【西部環境保全監視グループ】
2,800

環境局 環境管理課 平成31年03月22日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年２月分）【西部環境保全監視グループ】
1,800

環境局 環境管理課 平成31年03月22日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 【東部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年２月分）
200

環境局 環境管理課 平成31年03月22日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年２月分）【西部環境保全監視グループ】
600

環境局 環境管理課 平成31年03月22日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 【東部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年２月分）
1,800

環境局 環境管理課 平成31年03月22日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 【東部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年２月分）
1,200

環境局 環境管理課 平成31年03月22日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　自動車騒音面的評価システム機器一式　借入（再リース）に係る経費の支出について（２月分）
3,240

環境局 環境管理課 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料
ＰＣＢ掘り起こし調査（フォローアップ調査）対象事業所データ作成（家屋課税台帳データ変換）業務委託に係る経費の支出について（ＰＣＢ廃棄物の適正処理の推
進用） 3,118,176

環境局 環境管理課 平成31年03月25日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 水質汚濁常時監視用オイル試験紙ほか６点買入の実施及び同経費の支出について
40,043

環境局 環境管理課 平成31年03月25日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 平成30年度　大気汚染対策用検知管の買入及び同所要経費の支出について【西部環境保全監視グループ】
89,424

環境局 環境管理課 平成31年03月25日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 アスベスト対策用スライドグラスほか５点の買入の実施及び経費の支出について
262,288

環境局 環境管理課 平成31年03月25日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費の支出について（燃－４・公害パトロール用・2月分）
9,666

環境局 環境管理課 平成31年03月25日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 ＡＴＣ庁舎電気料金の支出について（庁舎管理用：2月分）
388,598

環境局 環境管理課 平成31年03月25日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 郵便料金の支出について（2月分　環境管理部　一般業務用）
5,949

環境局 環境管理課 平成31年03月25日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　手数料 大気汚染常時監視用空調機買入の実施及び同経費の支出について
1,944

環境局 環境管理課 平成31年03月25日 一般会計 環境費 環境費 環境費 委託料　委託料 水質汚濁常時監視用水質観測局（下新庄）撤去及び原状回復にかかる詳細設計業務委託の実施及び同経費の支出について
8,532,000



平成30年度（平成31年３月）　公金支出情報

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

環境局 環境管理課 平成31年03月25日 一般会計 環境費 環境費 環境費 委託料　委託料 （共同利用施設維持管理用）大阪市立西三国センターほか７施設冷暖房設備（室内機等）点検清掃業務委託に係る経費の支出について
248,400

環境局 環境管理課 平成31年03月25日 一般会計 環境費 環境費 環境費 委託料　委託料 （共同利用施設維持管理用）大阪市立もと木川センター敷地内樹木伐採および除草等業務委託に係る経費の支出について
111,240

環境局 環境管理課 平成31年03月25日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 【南東部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
100

環境局 環境管理課 平成31年03月25日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 【南西部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について（平成31年２月分）
400

環境局 環境管理課 平成31年03月25日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 【南西部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について（平成31年２月分）
600

環境局 環境管理課 平成31年03月25日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 【南東部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
200

環境局 環境管理課 平成31年03月25日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 環境保全関係業務処理システム用サーバ及び周辺装置の借入に係る経費の支出について（２月分）
90,504

環境局 環境管理課 平成31年03月25日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 【南西部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について（平成31年２月分）
400

環境局 環境管理課 平成31年03月25日 一般会計 環境費 環境費 環境費 備品購入費　機械器具費 大気汚染常時監視用空調機買入の実施及び同経費の支出について
263,520

環境局 環境管理課 平成31年03月26日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　備品修繕料 大気汚染常時監視用風向風速計（此花区役所測定局ほか７か所）修繕の実施及び経費の支出について
3,016,440

環境局 環境管理課 平成31年03月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成30年度大阪市保管低濃度ポリ塩化ビフェニル（PCB）汚染安定器処分業務委託に係る経費の支出について（PCB廃棄物処理調査用）
1,499,040

環境局 環境管理課 平成31年03月27日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 市内等出張交通費の支出について（2月分　事務連絡用）
6,691

環境局 環境管理課 平成31年03月27日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 土壌汚染対策用　住宅地図購入経費の支出について
224,592

環境局 環境管理課 平成31年03月27日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 【北部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について(平成31年２月分)
100

環境局 環境管理課 平成31年03月27日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 【北部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について(平成31年２月分)
1,300

環境局 環境管理課 平成31年03月27日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 【北部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について(平成31年２月分)
4,900

環境局 環境管理課 平成31年03月27日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 【北部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について(平成31年２月分)
400

環境局 環境管理課 平成31年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油の購入（規制指導用）経費の支出について　１月分
7,922

環境局 環境管理課 平成31年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 電子マニフェストに関する説明会の舞台設備運営業務委託に係る経費の支出について
42,120

環境局 環境管理課 平成31年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 ETC利用高速道路（車両有料道路）通行料費用の支出について　１月分
9,730

環境局 環境管理課 平成31年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 産業廃棄物情報管理システム用機器一式の長期借入契約に係る経費の支出について（２月分）
42,984

環境局 環境管理課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　建物修繕料 （共同利用施設維持管理用）柴島センター玄関吹き抜け部分窓ガラス修繕に係る経費の支出について
237,600

環境局 環境管理課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　備品修繕料 大気汚染常時監視用硫黄酸化物・浮遊粒子状物質自動測定機ほか2点修繕の実施及び経費の支出について
2,014,200

環境局 環境管理課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 大気汚染常時監視テレメータシステム用親局光回線使用に係る経費の支出について（2月分）
8,607

環境局 環境管理課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 環境局（ＡＴＣ）庁舎電話料金の支出について（庁舎管理用：2月分）
54,396

環境局 環境管理課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　手数料 公用車（ワンボックス・バンタイプ）の買入に係るリサイクル手数料及び重量税の支払いについて
9,100

環境局 環境管理課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 環境費 環境費 委託料　委託料 （共同利用施設維持管理用）平成30年度　大阪市立西中島センター貯水槽点検清掃業務委託に係る経費の支出について
57,240

環境局 環境管理課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 環境費 環境費 備品購入費　機械器具費 普通騒音計ほか３点買入に係る経費の支出について（交通騒音振動対策用）
848,232

環境局 環境管理課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 環境費 環境費 備品購入費　自動車購入費 公用車（ワンボックス・バンタイプ）買入（その２）費用の支出について（公害パトロール車用）
1,895,477

環境局 環境管理課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 環境費 環境費 公課費　公課費 公用車（ワンボックス・バンタイプ）の買入に係るリサイクル手数料及び重量税の支払いについて
10,000

環境局 環境管理課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 第７回北九州ＰＣＢ廃棄物処理事業に係る西日本広域協議会への出席にかかる旅費の支出について
28,500

環境局 環境管理課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 一般事務用プリンタートナーほか１点の購入経費の支出について
31,860

環境局 事業管理課 平成31年03月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成31年1月分）
17,786

環境局 事業管理課 平成31年03月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成31年1月分）
5,722

環境局 事業管理課 平成31年03月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成31年1月分）
1,923

環境局 事業管理課 平成31年03月01日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　光熱水費 斎場事業運営用　瓜破斎場電気代（１月分）の支出について
1,625,953

環境局 事業管理課 平成31年03月01日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　手数料 瓜破斎場７号系集塵盤絶縁不良修繕見積手数料経費（斎場事業運営用）の支出について
90,720

環境局 事業管理課 平成31年03月01日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（大阪市設瓜破霊園還付用）
9,680

環境局 事業管理課 平成31年03月01日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（合葬式墓地還付用）
50,000

環境局 事業管理課 平成31年03月04日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 北部環境事業センターほか８箇所機械警備業務委託費（施設維持管理用）の支出について（平成３１年１月分）
244,080

環境局 事業管理課 平成31年03月04日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 備品購入費　庁用器具費 災害用簡易組立仮設テントトイレ（洋式・身障者対応型）の購入経費（公衆トイレ整備用）の支出について
26,253,720

環境局 事業管理課 平成31年03月04日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　光熱水費 斎場事業運営用　瓜破斎場ガス代（１月分）の支出について
6,841,949

環境局 事業管理課 平成31年03月05日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（大阪市設瓜破霊園還付用）
4,853

環境局 事業管理課 平成31年03月06日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
658,582

環境局 事業管理課 平成31年03月07日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 北部環境事業センター　空冷式モジュールチラー修繕費の支出について（施設維持管理用）
45,360

環境局 事業管理課 平成31年03月07日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 工事請負費　改修工事費 北畠霊園ブロック塀緊急修繕経費の支出について（霊園施設整備）
1,458,000

環境局 事業管理課 平成31年03月08日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 東北環境事業センター　排水処理設備制御装置整備業務委託費（施設維持管理用）の支出について
1,965,600
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環境局 事業管理課 平成31年03月08日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西南環境事業センター機械警備業務委託費（施設維持管理用）の支出について（平成３１年１月分）
30,240

環境局 事業管理課 平成31年03月08日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　消耗品費 瓜破斎場式場庇下照明器具ほか１点購入経費の支出について（斎場事業運営用）
81,415

環境局 事業管理課 平成31年03月08日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　消耗品費 瓜破斎場帳票類用ゴム印ほか１２点購入経費の支出について（瓜破斎場事業管理用）
27,324

環境局 事業管理課 平成31年03月08日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　手数料 瓜破斎場作業服洗濯（概算契約）の実施及び同経費の支出について（平成３１年１月分）
20,034

環境局 事業管理課 平成31年03月08日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　手数料 瓜破斎場式場庇下照明器具ほか１点購入経費の支出について（斎場事業運営用）
3,500

環境局 事業管理課 平成31年03月08日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 委託料　委託料 合葬式墓地記名板記名業務委託（概算契約）実施経費（霊園整備用）の支出について（２月作業分）
59,400

環境局 事業管理課 平成31年03月11日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ＳＤカードケース（事故防止用）の支出について
56,160

環境局 事業管理課 平成31年03月11日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 旅費　普通旅費 業務連絡用市内出張交通費の支出について（平成３１年１月分）
10,438

環境局 事業管理課 平成31年03月11日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 旅費　普通旅費 業務連絡用市内出張交通費の支出について（平成３１年１月分）
10,942

環境局 事業管理課 平成31年03月13日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 公衆トイレ清掃・管理業務委託（その１）経費（公衆トイレ整備用）の支出について（１２月分）
638,913

環境局 事業管理課 平成31年03月13日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（１月分）
1,273,713

環境局 事業管理課 平成31年03月14日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　印刷製本費 こどもポスターコンクール「伝えよう生物多様性」啓発ステッカー及びマグネット印刷にかかる経費の支出について（収集車両広報板掲示用）
532,332

環境局 事業管理課 平成31年03月14日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 のぼりの買入に係る支払について（たばこ市民マナー向上エリア用）
30,240

環境局 事業管理課 平成31年03月14日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
1,293,622

環境局 事業管理課 平成31年03月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 梱包用段ボール箱購入（公衆トイレ維持管理用）の支出について
38,880

環境局 事業管理課 平成31年03月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 天王寺公園南口公衆便所清掃用具入れ扉修繕（公衆トイレ維持管理用）の支出について
255,690

環境局 事業管理課 平成31年03月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 公衆トイレ清掃・管理業務委託（その２）経費（公衆トイレ整備用）の支出について（12月分）
449,746

環境局 事業管理課 平成31年03月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 ポケットティッシュ買入にかかる支払について（たばこ市民マナー向上エリア用）
42,120

環境局 事業管理課 平成31年03月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成30年度　道路清掃業務委託【福島区・此花区・西淀川区内】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（１月分）
3,346,762

環境局 事業管理課 平成31年03月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成30年度　道路清掃業務委託【人力除草】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（１月分）
6,770,048

環境局 事業管理課 平成31年03月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成30年度　道路清掃業務委託【南部地域】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（１月分）
15,796,167

環境局 事業管理課 平成31年03月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【西区内】その２（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（１月分）
2,809,429

環境局 事業管理課 平成31年03月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成30年度　道路清掃業務委託【北部地域】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（１月分）
16,629,069

環境局 事業管理課 平成31年03月15日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　消耗品費 瓜破斎場電動棺運搬車用蓄電池購入経費の支出について（斎場事業運営用）
120,096

環境局 事業管理課 平成31年03月15日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　広告料 大阪市設中浜霊園における無縁墳墓改葬公告の官報掲載にかかる経費の支出について
14,560

環境局 事業管理課 平成31年03月15日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立斎場予約受付システム用機器一式長期借入経費の支出について（斎場事業運営用２月分）
441,288

環境局 事業管理課 平成31年03月15日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 工事請負費　改修工事費 服部霊園雨水管整備工事にかかる前払金の支出について（霊園整備用）
10,420,000

環境局 事業管理課 平成31年03月15日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 委託料　委託料 平成30年度　道路清掃業務委託【福島区・此花区・西淀川区内】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（１月分）
21,772

環境局 事業管理課 平成31年03月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 環境整備用ポリエチレン製ごみ袋（４５リットル）外１点購入経費の支出について（環境整備用）
877,024

環境局 事業管理課 平成31年03月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 死獣用ポリエチレン製ごみ袋（４５リットル）外２点購入経費の支出について（環境整備用）
332,294

環境局 事業管理課 平成31年03月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
74,166

環境局 事業管理課 平成31年03月19日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 旅費　普通旅費 泉南メモリアルパーク霊園管理にかかる管外出張について（霊園整備用）
3,160

環境局 事業管理課 平成31年03月19日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　通信運搬費 郵便切手の購入経費の支出について（斎場事業運営用及び霊園事業運営用）
15,775

環境局 事業管理課 平成31年03月19日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　通信運搬費 郵便切手の購入経費の支出について（斎場事業運営用及び霊園事業運営用）
15,775

環境局 事業管理課 平成31年03月20日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月分）
1,300

環境局 事業管理課 平成31年03月20日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月分）
604

環境局 事業管理課 平成31年03月20日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 パウチフィルム外１件（公衆トイレ維持管理用）の支出について
11,232

環境局 事業管理課 平成31年03月20日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月分）
350

環境局 事業管理課 平成31年03月20日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 天六公衆トイレ清掃・管理業務委託経費（公衆トイレ整備用）の支出について（１月分）
96,911

環境局 事業管理課 平成31年03月20日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 ごみ量集計用ごみ量集計システム運用・保守業務委託経費の支出について（平成31年2月分）
130,680

環境局 事業管理課 平成31年03月20日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 南部環境事業センター循環式入浴施設ろ過装置及び配管洗浄作業業務委託費（施設維持管理費）の支出について
324,000

環境局 事業管理課 平成31年03月20日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集受付センター運営業務委託に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（1月分）
17,732,716

環境局 事業管理課 平成31年03月20日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣによる高速道路利用料金にかかる経費の支出について（収集作業用）（１月分）
3,211,930

環境局 事業管理課 平成31年03月20日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度ごみ量集計システムサーバ機及び周辺装置の長期借入経費の支出について（平成31年2月分　ごみ量集計用）
29,160

環境局 事業管理課 平成31年03月20日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月分）
800

環境局 事業管理課 平成31年03月20日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年2月分）
2,592

環境局 事業管理課 平成31年03月20日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（三休橋交差点喫煙設備３月徴収分）
918
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環境局 事業管理課 平成31年03月20日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（三休橋交差点喫煙設備３月徴収分）
594

環境局 事業管理課 平成31年03月20日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費の支出について(平成31年2月分)
560

環境局 事業管理課 平成31年03月20日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 委託料　委託料 平成30年度市設霊園（泉南メモリアルパーク）管理運営に係る業務代行料支払について（霊園管理用）（平成30年度２月分）
9,192,400

環境局 事業管理課 平成31年03月20日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 委託料　委託料 カロート入替業務委託にかかる経費（概算契約）の支出について（泉南メモリアルパーク整備用）(平成30年度２月分）
69,660

環境局 事業管理課 平成31年03月20日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 工事請負費　改修工事費 大阪市立葬祭場空調設備用差圧弁ほか取替工事経費の支出について（斎場施設整備用）
2,160,000

環境局 事業管理課 平成31年03月20日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（大阪市設瓜破霊園還付用）
31,240

環境局 事業管理課 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 猪名川動物霊園への管外出張について（業務委託内容実施状況調査用）
4,520

環境局 事業管理課 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 カラーマルチペーパー購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について
309,960

環境局 事業管理課 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 中浜流注場の車両用揮発油代金（し尿流注業務用）の支出について（1月分）
10,029

環境局 事業管理課 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　印刷製本費 「粗大ごみインターネット受付周知ポスター」の印刷に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）
55,296

環境局 事業管理課 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 動物死体処理業務委託（単価契約）の支出について（平成31年2月分）
1,483,414

環境局 事業管理課 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 工事請負費　改修工事費 南部環境事業センター舗装補修工事費（施設維持管理用）の支出について（その２）
636,120

環境局 事業管理課 平成31年03月22日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年２月分）
4,816

環境局 事業管理課 平成31年03月22日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　建物修繕料 瓜破斎場屋上銅屋根修繕経費の支出について（斎場事業運営用）
372,600

環境局 事業管理課 平成31年03月22日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 委託料　委託料 瓜破斎場建物内警備業務委託の支出について（瓜破斎場管理運営用）（平成３１年２月分）
34,020

環境局 事業管理課 平成31年03月22日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 委託料　委託料 平成30年度大阪市設住吉霊園ほか４霊園管理運営に係る業務代行料支払について（霊園管理用）（２月分）
3,995,400

環境局 事業管理課 平成31年03月22日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立斎場予約受付システムソフトウェア長期借入経費の支出について（斎場事業運営用２月分）
78,624

環境局 事業管理課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３０年度喫煙設備清掃・管理業務委託経費（喫煙設備維持管理用）の支出について（平成３１年２月分）
141,480

環境局 事業管理課 平成31年03月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成31年2月分）
19,605

環境局 事業管理課 平成31年03月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成31年2月分）
4,501

環境局 事業管理課 平成31年03月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 廃棄物処理事業用粗大ごみ処理手数料納入通知書等の後納郵便料の支出について（平成31年2月分）
6,092

環境局 事業管理課 平成31年03月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 廃棄物処理事業用粗大ごみ処理手数料納入通知書等の後納郵便料の支出について（平成31年2月分）
20,050

環境局 事業管理課 平成31年03月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 廃棄物処理事業用大阪市粗大ごみ処理手数料収納業務委託経費の支出について（平成31年1月分）
366,200

環境局 事業管理課 平成31年03月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成31年2月分）
352

環境局 事業管理課 平成31年03月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 郵便切手の購入経費の支出について（まちの美化推進事業用）
828

環境局 事業管理課 平成31年03月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成３０年度喫煙設備清掃・管理業務委託経費（喫煙設備維持管理用）の支出について（平成３１年２月分）
234,360

環境局 事業管理課 平成31年03月25日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 旅費　普通旅費 業務連絡用市内出張交通費の支出について（平成３１年２月分）
19,140

環境局 事業管理課 平成31年03月25日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 旅費　普通旅費 業務連絡用市内出張交通費の支出について（平成３１年２月分）
10,134

環境局 事業管理課 平成31年03月25日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　手数料 山之内霊園用地賃貸借契約用収入印紙の購入費用の支出について（霊園事業運営用）
200

環境局 事業管理課 平成31年03月25日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 委託料　委託料 瓜破斎場　一般廃棄物収集・運搬業務委託（概算契約）の支出について（斎場事業運営用２月分）
35,169

環境局 事業管理課 平成31年03月25日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
1,061,173

環境局 事業管理課 平成31年03月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成30年度　河川水面清掃及び河川清掃ごみ運搬業務委託（概算契約）経費の支出について（1月分）
6,477,840

環境局 事業管理課 平成31年03月26日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　通信運搬費 プロバイダー使用料の支出について(霊園管理用２月分)
2,700

環境局 事業管理課 平成31年03月26日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 委託料　委託料 瓜破斎場夜間緊急受付業務委託経費の支出について（斎場事業運営用２月分）
54,000

環境局 事業管理課 平成31年03月26日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 委託料　委託料 平成30年度大阪市設瓜破霊園外３霊園及び大阪市立服部納骨堂管理運営に係る業務代行料支払について（霊園管理用）（２月分）
24,206,600

環境局 事業管理課 平成31年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 月刊「自動車管理」の購入経費の支出について（事故防止用）
7,020

環境局 事業管理課 平成31年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
334,530

環境局 事業管理課 平成31年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（福島区・此花区・西淀川区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（2月分）
2,897,100

環境局 事業管理課 平成31年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（東成区・生野区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（2月分）
3,814,860

環境局 事業管理課 平成31年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（中央区・浪速区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（2月分）
2,952,120

環境局 事業管理課 平成31年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（北区・都島区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（2月分）
3,344,340

環境局 事業管理課 平成31年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（住之江区・住吉区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（2月分）
5,009,670

環境局 事業管理課 平成31年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（旭区・城東区・鶴見区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（2月分）
5,037,900

環境局 事業管理課 平成31年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（淀川区・東淀川区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（2月分）
4,874,850

環境局 事業管理課 平成31年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（阿倍野区・西成区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（2月分）
4,251,510

環境局 事業管理課 平成31年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（天王寺区・東住吉区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（2月分）
3,752,190

環境局 事業管理課 平成31年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（平野区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（2月分）
4,101,210
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環境局 事業管理課 平成31年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 備品購入費　機械器具費 監視カメラ（あいりん地区不法投棄防止対策用）購入にかかる経費の支出について
231,120

環境局 事業管理課 平成31年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 ラベルシール（まち美化パートナー看板用）の買入に係る経費の支出について
3,499

環境局 事業管理課 平成31年03月28日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（大阪市設瓜破霊園還付用）
3,733

環境局 事業管理課 平成31年03月28日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（大阪市設服部霊園還付用）
7,840

環境局 事業管理課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 動画編集ソフト（事故防止用）購入経費の支出について
98,280

環境局 事業管理課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 天六公衆トイレ光熱水費経費（公衆トイレ維持管理用）（2月分）の支出について
138,168

環境局 事業管理課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 西部環境事業センター　冷却水ポンプ修繕費の支出について（施設維持管理用）
277,560

環境局 事業管理課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 相合橋公衆便所多目的トイレ扉修繕（公衆トイレ維持管理用）の支出について
30,240

環境局 事業管理課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 北部環境事業センター　照明設備修繕費の支出について（施設維持管理用）
151,200

環境局 事業管理課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 南部環境事業センター　入銭手数料（施設維持管理用）の支出について
161,920

環境局 事業管理課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市普通ごみ収集運搬業務委託（北区）長期継続経費の支出について（廃棄物処理事業用）（2月分）
11,307,000

環境局 事業管理課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 産業廃棄物の収集運搬処分業務委託経費（環境整備用）の支出について
924,480

環境局 事業管理課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市普通ごみ収集運搬業務委託（都島区）長期継続経費の支出について（廃棄物処理事業用）（2月分）
9,428,400

環境局 事業管理課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 北部環境事業センターほか８箇所機械警備業務委託費（施設維持管理用）の支出について（平成３１年２月分）
244,080

環境局 事業管理課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西南環境事業センター機械警備業務委託費（施設維持管理用）の支出について（平成３１年２月分）
30,240

環境局 事業管理課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（西区・港区・大正区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（2月分）
2,970,000

環境局 事業管理課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 備品購入費　機械器具費 東北環境事業センターほか１箇所ツインリフトの買入経費の支出について（環境事業センター管理運営用）
14,364,000

環境局 事業管理課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　消耗品費 瓜破斎場公印新調経費の支出について（斎場事業運営用）
6,458

環境局 事業管理課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　消耗品費 棺受ロストル買入経費の支出について（斎場事業運営用）
2,527,200

環境局 事業管理課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　光熱水費 斎場事業運営用　瓜破斎場電気代（２月分）の支出について
1,474,869

環境局 事業管理課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　建物修繕料 瓜破斎場式場棟畳表替経費の支出について（斎場事業運営用）
122,083

環境局 事業管理課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　通信運搬費 光回線使用料の支出について(霊園管理用・瓜破霊園・３月分)
23,882

環境局 事業管理課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　通信運搬費 光回線使用料の支出について(霊園管理用・環境局１・３月分)
18,360

環境局 事業管理課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　通信運搬費 光回線使用料の支出について(霊園整備用・泉南メモリアルパーク・３月分)
23,882

環境局 事業管理課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　通信運搬費 光回線使用料の支出について(霊園管理用・服部霊園・３月分)
12,372

環境局 事業管理課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　通信運搬費 光回線使用料の支出について(霊園管理用・北霊園・３月分)
12,372

環境局 事業管理課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　通信運搬費 光回線使用料の支出について(霊園管理用・南霊園・３月分)
25,272

環境局 事業管理課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　通信運搬費 光回線使用料の支出について(霊園管理用・環境局２・３月分)
24,889

環境局 事業管理課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　手数料 瓜破斎場作業服洗濯（概算契約）の実施及び同経費の支出について（平成３１年２月分）
21,189

環境局 事業管理課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 委託料　委託料 大阪市立小林斎場及び佃斎場管理に係る業務代行料の支払いについて（斎場事業運営用2月分）
12,133,638

環境局 事業管理課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 委託料　委託料 斎場におけるダイオキシン類等の測定業務委託経費の支出について（斎場施設整備用）
304,560

環境局 事業管理課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 委託料　委託料 斎場におけるダイオキシン類等の測定業務委託経費の支出について（斎場施設整備用）
304,560

環境局 事業管理課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 委託料　委託料 大阪市立北斎場及び鶴見斎場管理に係る業務代行料の支払いについて（斎場事業運営用2月分）
24,921,097

環境局 事業管理課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 委託料　委託料 斎場におけるダイオキシン類等の測定業務委託経費の支出について（斎場施設整備用）
304,560

環境局 事業管理課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 委託料　委託料 斎場におけるダイオキシン類等の測定業務委託経費の支出について（斎場施設整備用）
304,560

環境局 事業管理課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 委託料　委託料 斎場におけるダイオキシン類等の測定業務委託経費の支出について（斎場施設整備用）
304,560

環境局 事業管理課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 備品購入費　庁用器具費 瓜破斎場ほか５か所自動体外式除細動器（ＡＥＤ）購入経費の支出について（斎場事業運営用）
531,360

環境局 北部環境事業センター 平成31年03月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
500

環境局 北部環境事業センター 平成31年03月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
400

環境局 北部環境事業センター 平成31年03月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,000

環境局 北部環境事業センター 平成31年03月20日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（２月分）
29,758

環境局 北部環境事業センター 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 窓ガラス清掃業務委託（庁舎管理用）の支出について
46,440

環境局 北部環境事業センター 平成31年03月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（第４四半期・２月分）
745,848

環境局 北部環境事業センター 平成31年03月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 廃棄物処理事業用　北部環境事業センター電気代（２月分）の支出について
520,441

環境局 東北環境事業センター 平成31年03月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油買入（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（31.1月分）
745,848

環境局 東北環境事業センター 平成31年03月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　東北環境事業センター電気代(1月分)の支出について
525,393

環境局 東北環境事業センター 平成31年03月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（31．1月分）
25,110
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環境局 東北環境事業センター 平成31年03月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（31．1月中継地分）
79,420

環境局 東北環境事業センター 平成31年03月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（31．1月分）
1,191,312

環境局 東北環境事業センター 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 環境紙ほか31点の購入にかかる経費の支出について（一般事務用）
61,128

環境局 東北環境事業センター 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（31年2月分）
8,567

環境局 東北環境事業センター 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（31年2月分）
1,225

環境局 東北環境事業センター 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（31年2月分）
630

環境局 東北環境事業センター 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（31年2月分）
1,209

環境局 東北環境事業センター 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（31年2月分）
200

環境局 東北環境事業センター 平成31年03月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成30年度　下水道使用料金の支出について（庁舎管理用・2月分）
362,518

環境局 東北環境事業センター 平成31年03月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成30年度　工業用水道使用料金の支出について（洗車用・3月分）
12,128

環境局 東北環境事業センター 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（31．2月中継地分）
119,131

環境局 東北環境事業センター 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（31．2月分）
29,698

環境局 東北環境事業センター 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（31．2月分）
1,191,312

環境局 東北環境事業センター 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　東北環境事業センター電気代(2月分)の支出について
494,001

環境局 城北環境事業センター 平成31年03月08日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用等市内出張交通費の支出について（平成３１年１月分）
6,170

環境局 城北環境事業センター 平成31年03月08日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油（第４四半期）買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（平成３１年１月分）
1,191,312

環境局 城北環境事業センター 平成31年03月11日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 廃棄物処理事業用トイレットペーパー購入経費の支出について
77,565

環境局 城北環境事業センター 平成31年03月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 廃棄物収集輸送車用荷崩れ防止ゴムバンドほか１点購入経費の支出について
41,040

環境局 城北環境事業センター 平成31年03月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 平成30年度鶴見区エコクッキング教室講師料の支出について（減量美化推進事業用）
38,560

環境局 城北環境事業センター 平成31年03月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年２月分）
11,041

環境局 城北環境事業センター 平成31年03月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年２月分）
3,096

環境局 城北環境事業センター 平成31年03月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年２月分）
2,880

環境局 城北環境事業センター 平成31年03月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年２月分）
3,300

環境局 城北環境事業センター 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 普及啓発事業用布描きマーカーほか３点の購入経費支出について
43,102

環境局 城北環境事業センター 平成31年03月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 耐水圧ゴムホース（維持補修用）購入経費の支出について
54,000

環境局 城北環境事業センター 平成31年03月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 廃棄物処理事業用ゼムクリップほか１６点購入経費の支出について
16,464

環境局 城北環境事業センター 平成31年03月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油（第４四半期）買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（平成３１年２月分）
1,786,968

環境局 城北環境事業センター 平成31年03月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 電気使用料金（城北環境事業センター庁舎用）の支出について（平成３１年２月分）
429,145

環境局 城北環境事業センター 平成31年03月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用料金及び下水道使用料金（城北環境事業センター用）の支出について（平成３１年２月分）
30,467

環境局 城北環境事業センター 平成31年03月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用料金及び下水道使用料金（城北環境事業センター用）の支出について（平成３１年２月分）
17,312

環境局 城北環境事業センター 平成31年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（平成３１年２月分）
96,786

環境局 城北環境事業センター 平成31年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用等市内出張交通費の支出について（平成３１年２月分）
8,830

環境局 城北環境事業センター 平成31年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 暖房用白灯油購入経費の支出について
10,260

環境局 城北環境事業センター 平成31年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 城北環境事業センター窓ガラス清掃業務委託費の支出について（庁舎管理用）
48,600

環境局 城北環境事業センター 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 普及啓発事業用インクジェットプリンターほか１点の購入経費支出について
41,040

環境局 西北環境事業センター 平成31年03月08日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費の支出について（廃棄物収集輸送用）（１月分）
595,656

環境局 西北環境事業センター 平成31年03月08日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 インクカートリッジほか３点購入経費の支出について（普及啓発用）
81,054

環境局 西北環境事業センター 平成31年03月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（２月分）
8,435

環境局 西北環境事業センター 平成31年03月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 全自動洗濯機買入による経費の支出について（職員衛生用）
63,288

環境局 西北環境事業センター 平成31年03月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 全自動洗濯機買入による経費の支出について（職員衛生用）
9,072

環境局 西北環境事業センター 平成31年03月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰戻金の支出について（２月分）
2,700

環境局 西北環境事業センター 平成31年03月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金の支出について（２月分）
750

環境局 西北環境事業センター 平成31年03月20日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 マグネットシートほか12点の購入経費の支出について(普及啓発及び一般事務用)
39,603

環境局 西北環境事業センター 平成31年03月20日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 マグネットシートほか12点の購入経費の支出について(普及啓発及び一般事務用)
27,432

環境局 西北環境事業センター 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費（２月分）の支出について
14,180

環境局 西北環境事業センター 平成31年03月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費の支出について（廃棄物収集輸送用）（２月分）
595,656

環境局 西北環境事業センター 平成31年03月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用料の支出について（車両洗車用）（３月分）
23,165
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環境局 西北環境事業センター 平成31年03月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用料の支出について（庁舎管理用）（２月分）
368,323

環境局 西北環境事業センター 平成31年03月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（庁舎管理用）（２月分）
520,900

環境局 西北環境事業センター 平成31年03月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　使用料 タブレット端末使用料の支出について（２月分）
3,890

環境局 西北環境事業センター 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費の支出について（廃棄物収集輸送用）（２月分）
324,455

環境局 西北環境事業センター 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費の支出について（廃棄物収集輸送用）（２月分）
4,733

環境局 中部環境事業センター 平成31年03月06日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１月分）
1,191,312

環境局 中部環境事業センター 平成31年03月07日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について　平成３１年１月分
595,656

環境局 中部環境事業センター 平成31年03月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ドラムユニット購入経費の支出について（一般事務用）
25,272

環境局 中部環境事業センター 平成31年03月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（第111号～第121号）の支出について　（平成31年2月分）
4,241

環境局 中部環境事業センター 平成31年03月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 手洗い石鹸液（薬用）ほか１点購入経費の支出について（職員衛生用）
38,556

環境局 中部環境事業センター 平成31年03月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（第111号～第121号）の支出について　（平成31年2月分）
1,640

環境局 中部環境事業センター 平成31年03月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金（第111号～第121号）の支出について　（平成31年2月分）
760

環境局 中部環境事業センター 平成31年03月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金（第111号～第121号）の支出について　（平成31年2月分）
2,150

環境局 中部環境事業センター 平成31年03月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 浪速区エコクッキング教室開催に伴う講師謝礼金の支出について（普及啓発）
38,560

環境局 中部環境事業センター 平成31年03月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 上質紙ほか１１点購入経費の支出について（一般事務用）
76,662

環境局 中部環境事業センター 平成31年03月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年２月分）
3,356

環境局 中部環境事業センター 平成31年03月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年２月分）
1,500

環境局 中部環境事業センター 平成31年03月20日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（２月分）
745,848

環境局 中部環境事業センター 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（２月分）
595,656

環境局 中部環境事業センター 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 事業用　中部環境事業センター電気代（２月分）の支出について
628,180

環境局 中部環境事業センター 平成31年03月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について　平成３１年２月分
595,656

環境局 中部環境事業センター 平成31年03月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用経費（車両洗車用）の支出について（３月分）
10,616

環境局 中部環境事業センター 平成31年03月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用経費（庁舎管理用）の支出について（２月分）
577,767

環境局 中部環境事業センター 平成31年03月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用料(庁舎管理用)の支出について　平成３１年２月分
307,486

環境局 中部環境事業センター 平成31年03月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道料（廃棄物収集運搬車用）の支出について平成３１年３月分
4,038

環境局 中部環境事業センター 平成31年03月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　中部環境事業センター出張所電気代（２月分）の支出について
882,137

環境局 中部環境事業センター 平成31年03月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 防虫剤ほか１点の購入費の支出について（普及啓発）
44,733

環境局 中部環境事業センター 平成31年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 トイレットペーパーほか1点の購入経費の支出について（庁舎管理用）
50,976

環境局 中部環境事業センター 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（事務連絡用）の支出について（平成３１年２月分）
9,460

環境局 中部環境事業センター 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 会議・健康診断等用市内出張交通費の支出について(平成31年2月)
4,690

環境局 西部環境事業センター 平成31年03月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 施設用　西部環境事業センター電気代（1月分）の支出について
413,473

環境局 西部環境事業センター 平成31年03月06日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１月分）
595,656

環境局 西部環境事業センター 平成31年03月13日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
7,104

環境局 西部環境事業センター 平成31年03月13日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
860

環境局 西部環境事業センター 平成31年03月13日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
750

環境局 西部環境事業センター 平成31年03月13日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
600

環境局 西部環境事業センター 平成31年03月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内等出張交通費（事務連絡用等）の支出について（平成31年２月分）
1,140

環境局 西部環境事業センター 平成31年03月20日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 コットンバッグほか１点購入にかかる経費の支出について（普及啓発用）
22,680

環境局 西部環境事業センター 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（２月分）
595,656

環境局 西部環境事業センター 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成30年度 西部環境事業センター内警備業務委託料（庁舎管理用）の支出について（２月分）
716,040

環境局 西部環境事業センター 平成31年03月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成30年度　工業用水道使用料金（施設及び清掃用）の支出について（3月分）
15,076

環境局 西部環境事業センター 平成31年03月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成30年度　下水道使用料金（施設用）の支出について（2月分）
502,070

環境局 西部環境事業センター 平成31年03月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 プロジェクターほか１点物品購入にかかる経費の支出について（普及啓発用）
76,464

環境局 西部環境事業センター 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 施設用　西部環境事業センター電気代（2月分)の支出について
396,921

環境局 東部環境事業センター 平成31年03月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 平成３０年度生野交通安全協会部会費の支出について
15,000

環境局 東部環境事業センター 平成31年03月08日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油（廃棄物処理事業用）買入経費の支出について（１月分）
1,191,312

環境局 東部環境事業センター 平成31年03月20日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 一般事務用　トナーカートリッジ購入経費の支出について
47,304
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環境局 東部環境事業センター 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
159

環境局 東部環境事業センター 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,034

環境局 東部環境事業センター 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油（廃棄物処理事業用）の買入経費の支出について（２月分）
745,848

環境局 東部環境事業センター 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
760

環境局 東部環境事業センター 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,400

環境局 東部環境事業センター 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,395

環境局 東部環境事業センター 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
700

環境局 東部環境事業センター 平成31年03月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用料の支出について（庁舎管理用）２月分
435,429

環境局 東部環境事業センター 平成31年03月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用料の支出について（車両洗車用）３月分
18,856

環境局 東部環境事業センター 平成31年03月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油（廃棄物処理事業用）買入経費の支出について（２月分）
1,191,312

環境局 東部環境事業センター 平成31年03月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　東部環境事業センター電気代（２月分）の支出について
439,453

環境局 東部環境事業センター 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張旅費の支出について（２月分）
8,700

環境局 東部環境事業センター 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 庁舎管理用窓ガラス清掃業務委託経費の支出について
45,360

環境局 東部環境事業センター 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 デジタルカメラほか２点の購入並びに同経費の支出について(３Ｒ啓発用)
41,104

環境局 西南環境事業センター 平成31年03月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　西南環境事業センター電気代（１月分）の支出について
516,497

環境局 西南環境事業センター 平成31年03月04日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）１月分
55,398

環境局 西南環境事業センター 平成31年03月07日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 灯油買入経費の支出について(暖房器具用）
19,224

環境局 西南環境事業センター 平成31年03月11日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（２月分）
11,495

環境局 西南環境事業センター 平成31年03月11日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（２月分）
13,196

環境局 西南環境事業センター 平成31年03月11日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金の支出について（２月分）
1,500

環境局 西南環境事業センター 平成31年03月11日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（２月分）
1,080

環境局 西南環境事業センター 平成31年03月11日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金の支出について（２月分）
1,500

環境局 西南環境事業センター 平成31年03月12日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）１月分
1,786,968

環境局 西南環境事業センター 平成31年03月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（研修等）の支出について（１月分）
3,060

環境局 西南環境事業センター 平成31年03月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 ラミネートフィルムほか３点の購入経費の支出について（普及啓発事業用）
53,562

環境局 西南環境事業センター 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 クリアブックほか１７点購入経費の支出について（一般事務用）
53,897

環境局 西南環境事業センター 平成31年03月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道料金の支出について（庁舎管理用）２月分
363,679

環境局 西南環境事業センター 平成31年03月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道料金の経費支出について（庁舎管理用）３月分
14,460

環境局 西南環境事業センター 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（研修等）の支出について（２月分）
1,050

環境局 西南環境事業センター 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ＬＥＤ投光器購入経費の支出について（庁舎管理用）
38,340

環境局 西南環境事業センター 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 キーボックス購入経費の支出について（庁舎管理用）
66,744

環境局 西南環境事業センター 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）２月分
27,714

環境局 西南環境事業センター 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）２月分
1,191,312

環境局 西南環境事業センター 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　西南環境事業センター電気代（２月分）の支出について
502,692

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用バッテリーの概算買入経費の支出について（自動車整備用）［１月分］
115,020

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 塵芥収集自動車用軽自動車継続検査手数料の支出について（３月分・車両継続検査申請用）
11,000

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月04日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用ラジエーターの概算買入経費の支出について（じん芥収集自動車用）［１月分］
32,400

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月04日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 塵芥収集自動車用自動車検査登録印紙購入経費の支出について（３月分・車両継続検査申請用）
32,400

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月04日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 塵芥収集自動車用重量税印紙購入経費の支出について（３月分・車両継続検査申請用）
817,800

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物自動車（マツダ車・胞衣）法定点検整備に係る経費の支出について（自動車整備用）２月分
43,200

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物自動車（ライトバン）法定点検整備に係る経費の支出について（自動車整備用）２月分
45,360

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 作業服洗濯業務委託（概算契約）の経費支出について（１月分・自動車整備用）
9,180

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月07日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｇ）購入経費の支出について（1月分）［自動車整備用］
75,244

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月07日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用タイヤ（Ａ）（２０５／８５Ｒ１６）の購入経費の支出について（1月分）［自動車整備用］
167,180

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月07日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品（Ｃ）購入経費の支出について（1月分）［自動車整備用］
115,560

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月07日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用タイヤ（Ｂ）（１４５Ｒ１２－８ＰＲ）の購入経費の支出について（1月分）［自動車整備用］
61,340

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月07日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｆ）購入経費の支出について（1月分）［自動車整備用］
339,569
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環境局 南部環境事業センター 平成31年03月07日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｈ）購入経費の支出について（1月分）［自動車整備用］
22,074

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月07日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品（Ｂ）購入経費の支出について（1月分）［自動車整備用］
54,120

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月07日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品（Ｄ）購入経費の支出について（1月分）［自動車整備用］
279,612

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月07日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｅ）購入経費の支出について（1月分）［自動車整備用］
270,671

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月11日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ダブルサクションリフターほか２２点の買入経費の支出について(自動車整備用)
343,062

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月11日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品(Ａ)購入経費の支出について(1月分)［自動車整備用］
23,308

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月11日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 【廃棄物収集輸送用】軽油買入経費の支出について（１月分）
1,588,416

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月12日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　備品修繕料 オイルポンプ修理に係る経費の支出について（自動車整備用）
406,296

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月14日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｂ）購入経費の支出について(1月分）［自動車整備用］
524,612

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月14日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｃ）購入経費の支出について（1月分）［自動車整備用］
1,103,036

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月14日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｉ）購入経費の支出について（1月分）［自動車整備用］
567,280

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の経費支出について（2月分）
42

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の経費支出について（2月分）
6,816

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｄ）購入経費の支出について（1月分）［自動車整備用］
504,128

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用軽自動車法定点検整備に係る経費の支出について（自動車整備用）2月分
164,160

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物自動車（日野車）法定点検整備に係る経費の支出について（自動車整備用）2月分
223,560

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の経費支出について（2月分）
9,150

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の経費支出について（2月分）
600

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品(Ａ)購入経費の支出について(1月分)［自動車整備用］
1,083,184

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月20日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　備品修繕料 ツインリフト点検整備に係る経費の支出について（自動車整備用）
205,200

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ディーゼルエンジンオイル（下半期）の概算買入について（２月分・自動車整備用）
124,416

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ガソリンエンジンオイル（下半期）の概算買入について（２月分・自動車整備用）
116,640

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用調色塗料（下半期）概算買入の実施について（自動車整備用）
172,800

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 【庁舎管理用】南部環境事業センター電気代（２月分）の支出について
699,410

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物自動車（日野車）法定点検整備に係る経費の支出について（自動車整備用）3月分
74,520

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用水性防錆塗料の買入経費の支出について（２月分・自動車整備用）
68,040

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用バッテリーの概算買入経費の支出について（自動車整備用）
106,704

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 【庁舎管理用】工業用水道の利用料金の支出について(３月分)
13,866

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 【庁舎管理用】下水道の利用料金の支出について（２月分）
58,801

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 作動油用ゴムホース＃１ほか４点の買入経費の支出について(自動車整備用)
352,728

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 鋼管ほか１点の買入経費の支出について(自動車整備用)
13,014

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　備品修繕料 タイヤチェンジャー修理に係る経費の支出について（自動車整備用）
48,060

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用小型貨物自動車（ライトバン）法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（自動車整備用）３月分
15,400

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用 軽自動車 法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（自動車整備用）３月分
24,600

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用小型貨物自動車（いすゞ車・マツダ車・三菱車・日野リフト車）法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（自動車整備用）３月分
28,500

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用小型貨物自動車（日野車）法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（自動車整備用）３月分
24,600

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 【一般事務用】リサイクルトナーほか26点購入経費の支出について
102,976

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 スポーツ軽量連結マットほか１点購入経費の支出について（普及啓発用）
20,250

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｂ）購入経費の支出について(2月分）［自動車整備用］
237,697

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用ラジエーターの概算買入経費の支出について（じん芥収集自動車用）［２月分］
14,040

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 配線結束バンドほか３３点の購入経費の支出について（自動車整備用）
455,220

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用タイヤ（Ｂ）（１４５Ｒ１２－８ＰＲ）の購入経費の支出について（2月分）［自動車整備用］
153,350

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　備品修繕料 ツインリフト修理（南部）に係る経費の支出について（自動車整備用）
50,112

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　備品修繕料 高圧温水洗浄機修理に係る経費の支出について（自動車整備用）
214,608

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 【事務連絡用】市内出張交通費の支出について（１月分）
6,480

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 【職員衛生用】トイレットペーパーほか１点購入経費の支出について
103,377

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｄ）購入経費の支出について（2月分）［自動車整備用］
763,186
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環境局 南部環境事業センター 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用タイヤ（Ａ）（２０５／８５Ｒ１６）の購入経費の支出について（2月分）［自動車整備用］
668,720

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 【廃棄物収集輸送用】圧縮天然ガス買入経費の支出について（２月分）
208,345

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 【廃棄物収集輸送用】軽油買入経費の支出について（２月分）
794,208

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 【廃棄物収集輸送用】揮発油買入経費の支出について（２月分）
994,464

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 【廃棄物収集輸送用】灯油買入経費の支出について（２月分）
204,768

環境局 南部環境事業センター 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 作業服洗濯業務委託（概算契約）の経費支出について（２月分・自動車整備用）
8,694

環境局 東南環境事業センター 平成31年03月08日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年02月分）
8,388

環境局 東南環境事業センター 平成31年03月08日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年02月分）
750

環境局 東南環境事業センター 平成31年03月08日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年02月分）
6,794

環境局 東南環境事業センター 平成31年03月14日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（平成31年01月分）
1,191,312

環境局 東南環境事業センター 平成31年03月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 白灯油（整備工場用）購入経費の支出について
19,332

環境局 東南環境事業センター 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（平成31年２月分）
745,848

環境局 東南環境事業センター 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（平成31年２月分）
595,656

環境局 東南環境事業センター 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（事務連絡用平成31年02月分）の支出について
8,680

環境局 一般廃棄物指導課 平成31年03月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成30年度資源ごみ等処理業務委託その２（概算契約）の実施に係る経費の支出について（許可業者搬入用）1月分
2,497,823

環境局 一般廃棄物指導課 平成31年03月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成30年度資源ごみ等処理業務委託その２（概算契約）の実施に係る経費の支出について（許可業者搬入用）1月分
32,106

環境局 一般廃棄物指導課 平成31年03月06日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 特定建築物立入検査通知用郵便切手の購入経費支出について（減量指導事務用）
3,116

環境局 一般廃棄物指導課 平成31年03月07日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度事業系ごみ減量セミナーの実施にかかる会議室使用料の支出について（事業系ごみ減量セミナー実施用）
10,800

環境局 一般廃棄物指導課 平成31年03月08日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 デジタルビデオカメラほか２点の購入に係る経費の支出について（許可業者指導用・許可事務用）
34,592

環境局 一般廃棄物指導課 平成31年03月08日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 デジタルビデオカメラほか２点の購入に係る経費の支出について（許可業者指導用・許可事務用）
16,200

環境局 一般廃棄物指導課 平成31年03月11日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　印刷製本費 特定建築物減量啓発用リーフレットの印刷経費支出について（減量指導事務用）
142,020

環境局 一般廃棄物指導課 平成31年03月12日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市・八尾市・松原市環境施設組合処理施設自動計量化にかかる説明会の経費の支出について（許可業者搬入計画用）
51,840

環境局 一般廃棄物指導課 平成31年03月12日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 大阪市・八尾市・松原市環境施設組合処理施設自動計量化にかかる説明会の経費の支出について（許可業者搬入計画用）
71,600

環境局 一般廃棄物指導課 平成31年03月12日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　損害保険料 平成30年度事業系ごみ減量セミナー施設見学会参加者用傷害保険料の支出について（事業系ごみ減量セミナー実施用）
1,000

環境局 一般廃棄物指導課 平成31年03月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　印刷製本費 冊子「事業系ごみの減量と適正処理の促進のために」の印刷経費支出について（減量指導事務用）
118,584

環境局 一般廃棄物指導課 平成31年03月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度廃棄物管理責任者講習会にかかる会場及び附帯設備使用料の支出について（減量指導事務用）
1,183,140

環境局 一般廃棄物指導課 平成31年03月20日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成30年度ごみ搬入票入力データ作成業務委託（概算契約）の実施に係る経費の支出について（許可業者搬入データ集計用）平成31年１月分
30,451

環境局 一般廃棄物指導課 平成31年03月20日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成30年度ごみ搬入票入力データ作成業務委託（概算契約）の実施に係る経費の支出について（許可業者搬入データ集計用）平成31年１月分
471,387

環境局 一般廃棄物指導課 平成31年03月20日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成30年度　特定建築物管理システム保守業務委託経費の支出について（減量指導事務用）２月分
38,880

環境局 一般廃棄物指導課 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 平成30年度車両承認証ほか２点印刷経費の支出について（一般廃棄物収集運搬業許可事務用）
44,064

環境局 一般廃棄物指導課 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 平成30年度車両承認証ほか２点印刷経費の支出について（一般廃棄物収集運搬業許可事務用）
576,396

環境局 一般廃棄物指導課 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 廃棄物の処理及び再利用に関する立入結果書の印刷経費支出について（減量指導事務用）
48,936

環境局 一般廃棄物指導課 平成31年03月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 電子申請に伴うセキュリティコード送付等後納郵便料金について（許可指導用・減量指導事務用）
80,360

環境局 一般廃棄物指導課 平成31年03月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 電子申請に伴うセキュリティコード送付等後納郵便料金について（許可指導用・減量指導事務用）
37,640

環境局 一般廃棄物指導課 平成31年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 平成30年度ごみ搬入票（３連Ａ）ほか２点印刷の実施及び同経費の支出について（許可業者搬入用）第９分納
50,760

環境局 一般廃棄物指導課 平成31年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成30年度　搬入票発行・作業対象名簿管理システム運用・保守業務委託経費の支出について（許可業者管理用）平成31年２月分
113,400

環境局 一般廃棄物指導課 平成31年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成30年度ごみ搬入票入力データ作成業務委託（概算契約）の実施に係る経費の支出について（許可業者搬入データ集計用）平成31年２月分
21,135

環境局 一般廃棄物指導課 平成31年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成30年度ごみ搬入票入力データ作成業務委託（概算契約）の実施に係る経費の支出について（許可業者搬入データ集計用）平成31年２月分
373,316

環境局 一般廃棄物指導課 平成31年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 搬入票発行・作業対象名簿管理システム用機器一式長期借入の実施及び同所要経費の支出について（許可業者管理用）平成31年２月分
111,132

環境局 一般廃棄物指導課 平成31年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　印刷製本費 食べ残しゼロ推進店舗登録促進ポスター・リーフレット・ステッカー印刷経費支出について（排出事業者啓発用）
167,400

環境局 一般廃棄物指導課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（一般事務用／平成31年2月分）
6,620

環境局 一般廃棄物指導課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 片袖デスク及びデスクマットの購入経費の支出について（一般事務用）
5,616

環境局 一般廃棄物指導課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ラミネートフィルムほか２２点の購入経費の支出について（一般事務用・排出事業者指導用・許可業者指導用）
55,757

環境局 一般廃棄物指導課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ラミネートフィルムほか２２点の購入経費の支出について（一般事務用・排出事業者指導用・許可業者指導用）
4,432

環境局 一般廃棄物指導課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 ＦＡＸ使用経費（工場振替連絡用）の支出について（2-3月分）
1,026

環境局 一般廃棄物指導課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 備品購入費　庁用器具費 片袖デスク及びデスクマットの購入経費の支出について（一般事務用）
51,300

環境局 一般廃棄物指導課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 ラミネートフィルムほか２２点の購入経費の支出について（一般事務用・排出事業者指導用・許可業者指導用）
12,652
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環境局 一般廃棄物指導課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　印刷製本費 事業者啓発指導用パンフレット「事業系ごみ適正処理ハンドブック　平成30年度版」印刷経費の支出について（排出事業者啓発用）
304,560

環境局 一般廃棄物指導課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成30年度事業系一般廃棄物排出実態調査業務委託にかかる経費の支出について（減量美化推進事業用）
11,880,000

環境局 一般廃棄物指導課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　船車賃借料 平成30年度事業系ごみ減量セミナー施設見学会用バス借入経費の支出について（事業系ごみ減量セミナー実施用）
49,934

環境局 家庭ごみ減量課 平成31年03月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 地域住民との連携によるごみ減量等の取組推進事業用平野区ごみ減量講演会（平成31年2月7日）講師謝礼金の支出について
11,040

環境局 家庭ごみ減量課 平成31年03月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 ごみ減量・３Ｒ啓発推進事業用西区エコクッキング（平成31年2月9日開催）講師謝礼金の支出について
17,040

環境局 家庭ごみ減量課 平成31年03月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（平成31年１月分）の支出について（資源集団回収の推進事業用）
214,128

環境局 家庭ごみ減量課 平成31年03月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容器包装プラスチック異物除去等業務委託（平野中継施設）にかかる１月分経費の支出について（資源化事業用）
9,767,640

環境局 家庭ごみ減量課 平成31年03月06日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　使用料 地域住民との連携によるごみ減量等の取組推進事業用西区推進員連合代表者会議（平成31年2月18日西区民センター）会場使用料の支出について
1,800

環境局 家庭ごみ減量課 平成31年03月08日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 ごみ減量・３Ｒ啓発推進事業用住之江区リサイクル工作教室（平成31年2月14日開催）講師謝礼金の支出について
20,160

環境局 家庭ごみ減量課 平成31年03月08日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支給について(平成３１年１月分)
21,204

環境局 家庭ごみ減量課 平成31年03月08日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支給について(平成３１年１月分)
4,930

環境局 家庭ごみ減量課 平成31年03月08日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支給について(平成３１年１月分)
1,120

環境局 家庭ごみ減量課 平成31年03月08日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 使用済み乾電池・蛍光灯管の処理及び再資源化用業務委託料（１月分）の支出について（資源化事業用）
1,195,073

環境局 家庭ごみ減量課 平成31年03月13日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 ごみ減量・３Ｒ啓発推進事業用旭区エコクッキング教室（平成31年2月22日）講師謝礼金の支出について
38,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成31年03月13日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 地域住民との連携によるごみ減量等の取組推進用切手の購入経費の支出について
39,360

環境局 家庭ごみ減量課 平成31年03月13日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容器包装プラスチック異物除去等業務委託（東淀中継施設）にかかる１月分経費の支出について（資源化事業用）
6,934,690

環境局 家庭ごみ減量課 平成31年03月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 ごみ減量・３Ｒ啓発推進事業用福島区リサイクル工作教室（平成31年2月24日開催）講師謝礼金の支出について
19,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成31年03月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 ごみ減量・３Ｒ啓発推進事業用スティックのりほか２１点購入経費の支出について
183,600

環境局 家庭ごみ減量課 平成31年03月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 拠点回収事業用使用済乾電池回収協力店シール印刷経費の支出について
10,800

環境局 家庭ごみ減量課 平成31年03月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(平成31年2月分)
10,700

環境局 家庭ごみ減量課 平成31年03月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 資源ごみ中継地設運営用ショベルローダー（環境９号）の修理に係る経費の支出について
14,040

環境局 家庭ごみ減量課 平成31年03月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成30年度大阪市不法投棄廃家電運搬業務委託の経費の支出について（廃家電再商品化事業用）（２月分）
178,200

環境局 家庭ごみ減量課 平成31年03月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 廃乾電池の搬送経費（第7回）の支出について（拠点回収事業用）
373,593

環境局 家庭ごみ減量課 平成31年03月20日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 地域住民との連携によるごみ減量等取組推進事業用「ごみ減量連続講座」及び「ごみ減量市民交流会2019」参加推進員交通費の支出について
18,200

環境局 家庭ごみ減量課 平成31年03月20日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料
平成30年度　不法投棄された特定家庭用機器廃棄物（冷蔵庫・冷凍庫）における再商品化業務委託（２月分）に係る経費の支出について（廃家電再商品化事業
用） 108,864

環境局 家庭ごみ減量課 平成31年03月20日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　使用料 廃棄物減量等推進事業用福島区ガレージセール会場使用料の支出について（平成31年2月24日開催分）
57,100

環境局 家庭ごみ減量課 平成31年03月20日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　船車賃借料 ショベルローダー（環境局）長期借入（２月分）に係る経費の支出について（資源ごみ中継地及び容器包装プラスチック中継施設運営用）
721,980

環境局 家庭ごみ減量課 平成31年03月20日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　船車賃借料 ショベルローダー（環境局）長期借入（２月分）に係る経費の支出について（資源ごみ中継地及び容器包装プラスチック中継施設運営用）
721,980

環境局 家庭ごみ減量課 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成30年度　大阪市古紙・衣類収集運搬及び再資源化業務委託（北区・都島区）経費の支出について（古紙・衣類収集輸送及び再資源化用）２月分
2,682,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　印刷製本費 地域住民との連携によるごみ減量等の取組推進事業用各区ガレージセールポスター(後期)印刷経費の支出について
164,160

環境局 家庭ごみ減量課 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成３０年度ショベルローダー月次検査・グリスアップ業務委託（２月分）に係る経費の支出について（容器包装プラスチック中継施設運営用）
21,060

環境局 家庭ごみ減量課 平成31年03月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市資源ごみ・容器包装プラスチック収集運搬業務委託（北区・都島区）長期継続の支出について（資源ごみ・容器包装プラスチック収集輸送用）（２月分）
5,049,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成31年03月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成30年度　大阪市古紙・衣類収集運搬及び再資源化業務委託（西区・港区・大正区）経費の支出について（２月分）（古紙・衣類収集輸送及び再資源化用）
6,120,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成31年03月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市資源ごみ・容器包装プラスチック収集運搬業務委託（北区・都島区）長期継続の支出について（資源ごみ・容器包装プラスチック収集輸送用）（２月分）
5,049,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成31年03月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市資源ごみ・容器包装プラスチック収集業務委託（西区・港区・大正区）長期継続の支出について（資源ごみ・容器包装プラスチック収集輸送用）（２月分）
5,939,697

環境局 家庭ごみ減量課 平成31年03月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市資源ごみ・容器包装プラスチック収集業務委託（西区・港区・大正区）長期継続の支出について（資源ごみ・容器包装プラスチック収集輸送用）（２月分）
5,939,697

環境局 家庭ごみ減量課 平成31年03月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 容器包装プラスチック搬入高速道路料金使用料（容器包装プラスチック収集作業用）の支出について（１月分）
592,160

環境局 家庭ごみ減量課 平成31年03月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 工業用水道料（平成31年３月分）の支出について（西南方面中継地運営管理用）
5,162

環境局 家庭ごみ減量課 平成31年03月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 下水道水道料（平成31年２月分）の支出について（西南方面中継地運営管理用）
923

環境局 家庭ごみ減量課 平成31年03月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 ごみ減量・３Ｒ啓発推進事業用西区・港区・大正区親子エコクッキング（平成31年3月3日開催）講師謝礼金の支出について
45,250

環境局 家庭ごみ減量課 平成31年03月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 ごみ減量・３Ｒ啓発推進事業用住吉区リサイクル工作教室（平成31年3月3日開催）講師謝礼金の支出について
21,380

環境局 家庭ごみ減量課 平成31年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 容プラ中継施設運営用水道料金の支出について（平成31年２月分）
6,649

環境局 家庭ごみ減量課 平成31年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 容プラ中継施設運営用水道料金の支出について（平成31年２月分）
10,616

環境局 家庭ごみ減量課 平成31年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 容プラ中継施設運営用水道料金の支出について（平成31年２月分）
2,797

環境局 家庭ごみ減量課 平成31年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 容プラ中継施設運営用電気料金の支出について（平成31年２月分）
538,202

環境局 家庭ごみ減量課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について（業務委託に係る立入検査）
8,740

環境局 家庭ごみ減量課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 フレキシブルコンテナバッグの買入の支出について（資源ごみ中継地運営用）
339,552
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環境局 家庭ごみ減量課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 ごみ減量・３Ｒ啓発推進等事業用等ポータブルDVDプレーヤーの購入経費の支出について
53,676

環境局 家庭ごみ減量課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 集合式住宅における分別排出促進啓発ビラ印刷経費の支出について（集合式住宅における分別排出促進の啓発用）
184,140

環境局 家庭ごみ減量課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 ごみ減量・３Ｒ啓発推進等事業用等ポータブルDVDプレーヤーの購入経費の支出について
53,676

環境局 家庭ごみ減量課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（西北方面中継地）にかかる２月分費用の支出について（資源化事業用）
5,125,302

環境局 家庭ごみ減量課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（東北方面中継地）にかかる２月分費用の支出について（資源化事業用）
5,470,104

環境局 家庭ごみ減量課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（鶴見中継地）にかかる２月分費用の支出について（資源化事業用）
4,409,303

環境局 家庭ごみ減量課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容器包装プラスチック異物除去等業務委託（鶴見中継施設）にかかる２月分経費の支出について（資源化事業用）
6,212,354

環境局 家庭ごみ減量課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（西南方面中継地）にかかる２月分費用の支出について（資源化事業用）
4,435,236

環境局 家庭ごみ減量課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容器包装プラスチック異物除去等業務委託（西淀・舞洲中継施設）にかかる２月分経費の支出について（資源化事業用）
9,207,058

環境局 家庭ごみ減量課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　使用料 廃棄物減量等推進事業用港区推進員連合代表者会議会場使用料の支出について（平成31年3月14日開催分）
1,300

環境局 総務課 平成31年03月07日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 中央環境審議会循環型社会部会プラスチック資源運管戦略小委員会（第５回）の出席にかかる経費の支出について
29,240

環境局 総務課 平成31年03月08日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス回線使用料の支出について（一般事務用）（平成31年１月分）
76,950

環境局 総務課 平成31年03月13日 一般会計 環境費 環境費 環境費 委託料　委託料 環境局文書逓送業務委託経費の支出について（文書逓送用）（平成31年１月分）
367,308

環境局 総務課 平成31年03月13日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべのルシアス自転車置場使用にかかる経費の支出について（庁舎管理用）平成31年３月分
4,000

環境局 総務課 平成31年03月18日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年２月分）
4,793

環境局 総務課 平成31年03月18日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年２月分）
1,490

環境局 総務課 平成31年03月18日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年２月分）
285

環境局 総務課 平成31年03月18日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年２月分）
2,840

環境局 総務課 平成31年03月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年２月分）
13,050

環境局 総務課 平成31年03月20日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　印刷製本費 環境局パッカー車広報板ステッカー印刷の実施について(局事業広報用)
422,820

環境局 総務課 平成31年03月20日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 大阪市環境局クラウド型ごみ分別アプリサービス提供業務経費の支出について（普及啓発用）（平成30年2月分）
10,800

環境局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 法規集追録購入経費（事務参考用）について
95,582

環境局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系利用パソコン等機器（環境局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（一般事務用）平成31年2月分
53,297

環境局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器（環境局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（一般事務用）平成31年２月分
1,471,557

環境局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（環境局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（一般事務用）平成31年２月分
559,139

環境局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 平成30年７月豪雨に伴う災害復旧支援における市長現地視察の随行にかかる経費の支出について
15,330

環境局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 平成30年７月豪雨に伴う災害復旧支援における現地視察にかかる経費の支出について（平成30年８月27日実施分）
13,100

環境局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 平成30年７月豪雨に伴う災害復旧支援にかかる経費の支出について（先遣隊派遣分）
15,200

環境局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 平成30年７月豪雨に伴う災害復旧支援における現地視察にかかる経費の支出について（平成30年８月27日実施分）
26,200

環境局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 平成30年７月豪雨に伴う災害復旧支援における市長現地視察の随行にかかる経費の支出について
13,100

環境局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（平成31年２月分）
3,144

環境局 総務課 平成31年03月26日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス回線使用料の支出について（一般事務用）（平成31年２月分）
76,950

環境局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 事務連絡用・普及啓発用・計理事務用市内出張交通費の支出について（平成31年１月分）
2,990

環境局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 事務連絡用・普及啓発用・計理事務用市内出張交通費の支出について（平成31年１月分）
22,441

環境局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 事務連絡用・普及啓発用・計理事務用市内出張交通費の支出について（平成31年１月分）
1,840

環境局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 複合機用ホチキス針ほか15点の買入にかかる経費の支出について（一般事務用）
194,400

環境局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 定期刊行物（事務参考用）の購入経費の支出について　月刊廃棄物
21,600

環境局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 複合機用ホチキス針ほか15点の買入にかかる経費の支出について（一般事務用）
51,386

環境局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 平成30年度環境局阿倍野庁舎電気・水道料金（庁舎管理用）の支出について（平成31年３月分）
10,150

環境局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 平成30年度環境局阿倍野庁舎電気・水道料金（庁舎管理用）の支出について（平成31年３月分）
371,136

環境局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 環境費 環境費 委託料　委託料 環境局文書逓送業務委託経費の支出について（文書逓送用）（平成31年２月分）
367,308

環境局 企画課 平成31年03月06日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　分担金 平成30年度 大阪市・八尾市・松原市環境施設組合分担金の支出について（第4四半期分）
3,040,593,000

環境局 企画課 平成31年03月13日 一般会計 環境費 環境費 環境費 委託料　委託料 平成30年度 一般廃棄物（家庭系ごみ）組成分析調査業務委託の実施及び同経費の支出について（一般事務用）
7,203,600

環境局 企画課 平成31年03月20日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 ごみ収集車両運行管理システムサービス提供業務委託（長期継続）経費（家庭系ごみ収集輸送事業用）の支出について（２月分）
2,317,994

環境局 企画課 平成31年03月28日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 一般事務用市内等出張交通費の支出について（平成31年２月分）
15,334

環境局 職員課 平成31年03月08日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 図書カード購入経費の支出について（表彰用）
34,300

環境局 職員課 平成31年03月20日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動うがい器用うがい薬（サラヤ製）の購入及び同経費の支出について（安全衛生用）
693,100
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環境局 職員課 平成31年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　損害保険料 自賠責保険料（30-26）の支出について（渉外事故関係業務用）
771,860

環境局 職員課 平成31年03月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動うがい器用うがい薬（アルボース製）の購入経費の支出について（安全衛生用）
116,640

環境局 職員課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 平成30年７月豪雨に伴う災害復旧支援にかかる経費の支出について（先遣隊派遣分）
7,600

環境局 施設管理課 平成31年03月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 南港管路輸送施設　北系統ごみ空気輸送管整備業務委託経費の支出について（施設維持管理用）
6,350,400

環境局 施設管理課 平成31年03月12日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年２月分）
5,242

環境局 施設管理課 平成31年03月12日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年２月分）
2,332

環境局 施設管理課 平成31年03月12日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年２月分）
8,090

環境局 施設管理課 平成31年03月14日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 南港管路ごみコンテナ輸送業務委託（概算契約）（１月分）経費の支出について（施設維持管理用）
713,192

環境局 施設管理課 平成31年03月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 南港管路輸送センター内警備業務委託経費（１月分）の支出について（施設維持管理用）
876,780

環境局 施設管理課 平成31年03月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 （焼却工場付帯施設等維持管理事業用）東淀工場付帯施設(エコホール江口)消防用設備等点検業務委託の実施に係る経費の支出について
113,400

環境局 施設管理課 平成31年03月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 南港管路輸送センター清掃業務委託経費（1月分）の支出について（施設維持管理用）
59,400

環境局 施設管理課 平成31年03月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 南港管路輸送施設ローカルドラム及び輸送管内ごみ閉塞除去作業業務委託（概算契約）（１月分）経費の支出について（施設維持管理用）
1,059,296

環境局 施設管理課 平成31年03月20日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 住之江工場付帯施設用　水道代の支出について（３月分）
594

環境局 施設管理課 平成31年03月20日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 住之江工場付帯施設用　水道代の支出について（３月分）
939

環境局 施設管理課 平成31年03月20日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 もと南港工場における土壌汚染関連法令に基づく区域指定等業務委託の支出について（焼却工場跡地等維持管理）
429,840

環境局 施設管理課 平成31年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 クリップボードほか14点買入にかかる経費の支出について（一般事務用）
33,054

環境局 施設管理課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成31年２月分）
47,126

環境局 施設管理課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成31年２月分）
2,920

環境局 施設管理課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成31年２月分）
37,383

環境局 施設管理課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成31年２月分）
7,222

環境局 施設管理課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成31年２月分）
1,288

環境局 施設管理課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年３月分前半）
11,463

環境局 施設管理課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 相愛大学一般廃棄物保管施設の建設に伴う確認検査申請手数料の支出について（管路輸送施設の代替設備設置用）
22,000

環境局 施設管理課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 南港管路輸送センター清掃業務委託経費（２月分）の支出について（施設維持管理用）
59,400

環境局 施設管理課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 南港管路輸送施設ローカルドラム及び輸送管内ごみ閉塞除去作業業務委託（概算契約）(２月分）経費の支出について（施設維持管理用）
190,819

環境局 施設管理課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 南港管路輸送センター内警備業務委託経費(２月分）の支出について（施設維持管理用）
876,780

環境局 施設管理課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 （焼却工場関連施設管理運営用）此花会館の貸付に係る不動産鑑定評価業務委託に係る経費の支出ついて（概算契約）
926,640

環境局 施設管理課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 南港管路ごみコンテナ輸送業務委託（概算契約）（２月分）経費の支出について（施設維持管理用）
612,758

環境局 施設管理課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 工事請負費　新規工事費 もと南港渚小学校ほか２箇所管路輸送施設撤去工事費用の支出について（管路輸送施設の代替設備設置用）
34,999,640

環境局 施設管理課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　交付金 平成30年度　八尾工場関連施設建設費交付金の支出について
49,843,635

環境局 環境施策課 平成31年03月05日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について（一般事務用）（平成31年2月12日出張分〔地中熱等導入推進事業関連〕)
57,660

環境局 環境施策課 平成31年03月12日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 平成30年環境活動推進施設光熱水費（第３四半期分）の支出について
154,242

環境局 環境施策課 平成31年03月12日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 平成30年環境活動推進施設光熱水費（第３四半期分）の支出について
4,480

環境局 環境施策課 平成31年03月12日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 平成30年環境活動推進施設光熱水費（第３四半期分）の支出について
21,869

環境局 環境施策課 平成31年03月12日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 平成30年環境活動推進施設光熱水費（第３四半期分）の支出について
6,914

環境局 環境施策課 平成31年03月13日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について（一般事務用）（平成31年2月18日出張分〔水素エネルギー社会の構築関連〕)
57,990

環境局 環境施策課 平成31年03月13日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について（一般事務用）（平成31年2月14日出張分〔水素エネルギー社会の構築関連〕)
58,050

環境局 環境施策課 平成31年03月15日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 都市間連携事業進捗報告会にかかる管外出張の実施及び同所要経費の支出について（平成31年2月分）
28,840

環境局 環境施策課 平成31年03月18日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 一般事務用固形のりほか15点の購入経費の支出について
24,624

環境局 環境施策課 平成31年03月18日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　筆耕翻訳料 環境関係組織運営用　第２回環境基本計画策定部会の会議録書き起こし業務委託及び同経費の支出について（概算契約）
23,112

環境局 環境施策課 平成31年03月20日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について(一般事務用)(平成31年2月20日出張分〔再生可能エネルギー導入促進事業関連〕)
28,830

環境局 環境施策課 平成31年03月20日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 イーゼルの購入にかかる経費支出について（大阪市生物多様性戦略推進事業用）
15,552

環境局 環境施策課 平成31年03月22日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（２月分）
12,048

環境局 環境施策課 平成31年03月22日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（２月分）
730

環境局 環境施策課 平成31年03月25日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 （一般事務用）市内等出張交通費の支出について（２月分）
55,666

環境局 環境施策課 平成31年03月25日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 「管外出張旅費の支出について（一般事務用）」（平成31年３月７日出張分）
2,240

環境局 環境施策課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について（一般事務用）（平成31年3月13日出張分〔地中熱等導入促進事業関連〕）
30,958
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環境局 環境施策課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費の支出について（12月分）
47,996

環境局 環境施策課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 （環境教育推進事業用）ＬＥＤダウンライト及び非常灯用バッテリーの購入に係る経費の支出ついて
336,960

環境局 環境施策課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 （環境教育推進事業用）木材用防腐塗料ほか５点の購入に係る経費の支出ついて
24,840

都市整備局 住宅政策課 平成31年03月01日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅管理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（平成31年1月分住宅政策グループ）
5,405

都市整備局 住宅政策課 平成31年03月01日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 住宅管理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（平成31年1月分住宅政策グループ）
1,864

都市整備局 住宅政策課 平成31年03月01日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 住宅管理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（平成31年1月分住宅政策グループ）
9,077

都市整備局 住宅政策課 平成31年03月01日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市子育て世帯等向け民間賃貸住宅改修促進事業補助金の支出について（３０－８）
750,000

都市整備局 住宅政策課 平成31年03月05日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成30年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H30-1-55）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成31年03月06日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成30年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H30-1-145）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成31年03月06日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成30年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H30-1-173）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成31年03月07日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等市内出張旅費の支出について（１月分）
4,083

都市整備局 住宅政策課 平成31年03月07日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等市内出張旅費の支出について（１月分）
714

都市整備局 住宅政策課 平成31年03月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 住宅管理事業用住まい情報センター等建物管理費（分担金）の支出について（平成31年3月分）
6,359,437

都市整備局 住宅政策課 平成31年03月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　通信運搬費 大阪市新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度等にかかる補助申請確認等業務委託に係る郵便料の支出について（平成３１年１月）
1,014,283

都市整備局 住宅政策課 平成31年03月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成30年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H30-1-226）
45,000

都市整備局 住宅政策課 平成31年03月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成30年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H30-1-240）
45,000

都市整備局 住宅政策課 平成31年03月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成30年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H30-2-97）
1,200,000

都市整備局 住宅政策課 平成31年03月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成30年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H30-1-291）
35,000

都市整備局 住宅政策課 平成31年03月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成30年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H30-1-212）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成31年03月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成30年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H30-1-244）
45,000

都市整備局 住宅政策課 平成31年03月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成30年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H30-2-17）
1,200,000

都市整備局 住宅政策課 平成31年03月12日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成30年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H30-1-114）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成31年03月14日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成30年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H30-2-38）
1,200,000

都市整備局 住宅政策課 平成31年03月15日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　消耗品費 大阪市ハウジングデザイン賞銘板・レプリカ製造に係る経費の支出について
463,320

都市整備局 住宅政策課 平成31年03月15日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 新婚家賃補助関係書類ファイリングシステム運用支援業務委託にかかる経費の支出について
1,143,720

都市整備局 住宅政策課 平成31年03月15日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 大阪市新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度等にかかる補助申請確認等業務委託　長期継続　の経費の支出について（１月分）
4,988,520

都市整備局 住宅政策課 平成31年03月15日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市子育て世帯等向け民間賃貸住宅改修促進事業補助金の支出について（３０－１２）
750,000

都市整備局 住宅政策課 平成31年03月15日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 民間住宅助成事業用分譲マンション長期修繕計画作成費助成制度補助金の交付について（３０－３）
154,000

都市整備局 住宅政策課 平成31年03月18日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金（H30-1-76）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成31年03月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成30年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H30-1-150）
108,000

都市整備局 住宅政策課 平成31年03月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成30年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H30-2-36）
3,623,000

都市整備局 住宅政策課 平成31年03月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　会費 公益社団法人都市住宅学会 平成30年度賛助会費の支出について
20,000

都市整備局 住宅政策課 平成31年03月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 住宅管理事業用住まい情報センター管理運営システム用機器長期借入に係る使用料の支出について（平成31年2月分）
428,544

都市整備局 住宅政策課 平成31年03月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 報償費　報償金 民間住宅助成事業用分譲マンションアドバイザーの派遣（３０－８）経費の支出について
30,000

都市整備局 住宅政策課 平成31年03月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市子育て世帯等向け民間賃貸住宅改修促進事業補助金の支出について（３０－２０）
750,000

都市整備局 住宅政策課 平成31年03月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成30年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H30-1-217）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成31年03月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　通信運搬費 平成30年度　大阪市耐震補助利用者に対するアンケートの返送に係る後納料金の支出について（2月分)
5,141

都市整備局 住宅政策課 平成31年03月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成30年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H30-1-158）
360,000

都市整備局 住宅政策課 平成31年03月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成30年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H30-1-206）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成31年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅管理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（平成31年2月分住宅政策グループ）
2,106

都市整備局 住宅政策課 平成31年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 住宅管理事業用住まい情報センター管理運営システムにおけるインターネット接続サービスの提供に係る通信運搬費の支出について（平成31年2月分）
37,800

都市整備局 住宅政策課 平成31年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 住宅管理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（平成31年2月分住宅政策グループ）
2,874

都市整備局 住宅政策課 平成31年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 住宅管理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（平成31年2月分住宅政策グループ）
3,195

都市整備局 住宅政策課 平成31年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 平成３０年度　大阪市新婚世帯向け家賃補助金（第３回目）の支出について
20,000

都市整備局 住宅政策課 平成31年03月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成30年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H30-1-262）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等市内出張旅費の支出について（２月分）
918

都市整備局 住宅政策課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市都市防災不燃化促進助成金の支出について（30-03）
1,359,000
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都市整備局 住宅政策課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等市内出張旅費の支出について（２月分）
7,466

都市整備局 住宅政策課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用住宅生産行政所管担当者会議への出席にかかる管外出張旅費の支出について（平成31年3月13日分）
28,960

都市整備局 住宅政策課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等市内出張旅費の支出について（２月分）
679

都市整備局 住宅政策課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用　市内出張旅費（２月分）の支出について
6,910

都市整備局 住宅政策課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　消耗品費 全国マンション市場動向２０１８年実績・展望の買入にかかる支出について
54,000

都市整備局 住宅政策課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 民間住宅助成事業用分譲マンション長期修繕計画作成費助成制度補助金の支出について（３０－４）
300,000

都市整備局 住宅政策課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成30年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H30-1-278）
45,000

都市整備局 住宅政策課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成30年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H30-1-248）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成30年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H30-2-178）
1,200,000

都市整備局 住宅政策課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成30年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H30-1-102）
45,000

都市整備局 住宅政策課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市子育て世帯等向け民間賃貸住宅改修促進事業補助金の支出について（３０－２２）
744,000

都市整備局 住宅政策課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成30年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H30-1-337）
45,000

都市整備局 住宅政策課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成30年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H30-1-323）
45,000

都市整備局 住宅政策課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市子育て世帯等向け民間賃貸住宅改修促進事業補助金の支出について（３０－１６）
1,358,000

都市整備局 住宅政策課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成30年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H30-1-276）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　利子補給金 平成３０年度特定優良賃貸住宅及び高齢者向け優良賃貸住宅利子補給金の支出について
172,078,037

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月01日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 報償費　報償金 平成30年度地域魅力創出建築物修景事業　修景相談（専門家相談）の実施について（30-11）
7,720

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月04日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る松之宮住宅4号館共益電気料金の支出について（1月分）
9,498

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月05日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について（30-46）
500,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月05日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について（30-180）
46,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月05日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について（30-115）
229,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月05日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について(30-109)
106,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月05日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について(30-92)
500,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月06日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 大阪市耐震化促進事業及び民間老朽住宅建替支援事業にかかる補助申請確認等業務委託　長期継続の支出について（平成30年度１月分）
1,915,975

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月06日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 大阪市耐震化促進事業及び民間老朽住宅建替支援事業にかかる補助申請確認等業務委託　長期継続の支出について（平成30年度１月分）
1,953,665

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月06日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 大阪市ブロック塀等撤去促進事業にかかる補助申請確認等業務委託の支出について（平成30年度１月分）
1,415,880

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月06日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について(30-127)
500,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月06日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度　狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について(変30-36)
237,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月06日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度　狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（30-49）
344,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月06日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について（30-53）
500,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月07日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年　狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（30-58）
192,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月07日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について（30-110）
231,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月07日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について（30-52）
500,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月11日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　印刷製本費 エコ住宅普及促進事業　住宅認定制度周知ポスターの作成に係る支払について
25,920

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月13日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について（30-108）
452,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月13日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について(30-117)
152,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月13日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について(30-69)
497,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月13日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について(30-152)
356,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月13日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について(30-136)
128,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月13日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について(30-111)
500,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月13日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について(30-144、30-145)
240,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月13日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について(30-146)
472,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月13日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について(30-143)
444,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月13日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について（30-176）
475,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月14日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度　狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（重30-32）
289,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月15日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 報償費　報償金 大阪市地域魅力創出建築物修景事業推進有識者会議の開催について(平成31年2月28日開催)
52,260

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月15日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 平成３０年度　狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（変30-33）
342,000
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都市整備局 住環境整備課 平成31年03月15日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について(30-157､30-166)
395,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月15日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について(30-147)
66,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月18日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 報償費　報償金 平成30年度地域魅力創出建築物修景事業　修景相談（専門家相談）の実施について（30-10）
29,380

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月18日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 報償費　報償金 平成30年度地域魅力創出建築物修景事業　修景相談（専門家相談）の実施について（30-9）
25,410

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月18日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 報償費　報償金 平成30年度地域魅力創出建築物修景事業　修景相談（専門家相談）の実施について（30-8）
29,600

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 公有財産購入費　権利購入費 抵当権抹消に係る供託金の支出について
1,874

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年　狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（30-57）
1,500,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について（30-106）
500,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について(30-45)
88,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について(30-162)
500,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について(30-113、30-133)
779,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について(30-158)
74,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について（30-28）
500,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について（30-186）
500,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について（30-172）
154,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について（30-173）
482,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について（30-206、30-208）
686,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年　狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（30-53）
500,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度　狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（30-61）
514,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について（30-216）
61,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について（30-222）
200,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度　狭あい道路拡幅促進整備補助金の支出について（Ｈ30009）
836,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る松之宮住宅3号館共益電気料金の支出について（2月分）
16,055

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について(30-148､30-167)
189,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について(30-137)
78,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について(30-139、30-159)
295,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について（30-211）
398,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について（30-70）
500,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について(30-163)
500,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について（30-171、30-185、30-192）
1,089,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について（30-191）
311,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年　狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（30-54）
155,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度　狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（30-51）
1,299,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について（30-198）
154,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 旅費　普通旅費 再開発事務用市内出張旅費の支出について（平成31年２月分）
12,036

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 住環境整備事業用等市内出張等にかかる旅費の支出について（２月分）
11,133

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 住環境整備事業用等市内出張等にかかる旅費の支出について（２月分）
18,292

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　消耗品費 住環境整備事業用コピー代金の支出について（２月分）
27,552

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る長橋通住宅共益電気料金の支出について（2月分）
22,243

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る長橋第6住宅共益電気料金の支出について（2月分）
29,287

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る松之宮住宅4号館共益電気料金の支出について（2月分）
8,164

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について（30-161、30-181、30-182、30-184、30-190、30-200）
1,938,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度　狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（重30-63）
547,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度　狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（重30-45）
395,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度　狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（30-64）
207,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度　狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（重30-43）
750,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について（30-82）
403,000
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都市整備局 住環境整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について（30-60）
441,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度　狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（30-12）
688,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について（30-217、30-226、30-228、30-234）
823,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年　狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（30-52）
750,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について（30-214）
110,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について（30－102）
126,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について(30-160)
366,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度　狭あい道路拡幅促進整備補助金の支出について（変Ｈ30013）
554,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年　狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（30-55）
661,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について(30-132)
286,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について（30-203）
383,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度　狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（重30-65）
379,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について（30-84）
42,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について(30-128、30-134)
1,000,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について(30-129、30-130)
274,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度大阪市地域魅力創出建築物修景事業　補助金の支出について（30-1）
3,000,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について(30-78)
500,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について（30-189）
500,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について（30-224）
500,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度　狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（重30-59）
577,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度　狭あい道路拡幅促進整備補助金の支出について（変Ｈ30007）
96,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について（30-71）
45,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度大阪市地域魅力創出建築物修景事業　補助金の支出について（30-4）
3,000,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について（30-33）
500,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度大阪市地域魅力創出建築物修景事業　補助金の支出について（30-2）
3,000,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度　狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（30-66）
1,382,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について(30-112)
43,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について(30-142)
500,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について（30-63）
386,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度大阪市地域魅力創出建築物修景事業　補助金の支出について（30-3）
3,000,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について(30-126)
500,000

都市整備局 住環境整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について（30-155）
38,000

都市整備局 区画整理課 平成31年03月04日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 豊里郷土史料館　電気料金の支出について（2月分）
223

都市整備局 区画整理課 平成31年03月04日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 豊里郷土史料館　ガス料金の支出について（1月分・1月8日～31日使用分）
596

都市整備局 区画整理課 平成31年03月06日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 区画整理事業用「クラフト粘着テープ」ほか２点の買入費用の支出について
42,789

都市整備局 区画整理課 平成31年03月06日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 区画整理事業用「カラープリンタ用トナーカートリッジ（ブラック）」ほか３点の買入費用の支出について
74,736

都市整備局 区画整理課 平成31年03月08日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 委託料　委託料 放出駅前自由通路清掃業務委託　長期継続（平成30年度分）の委託料の支出について（1月分）
186,444

都市整備局 区画整理課 平成31年03月08日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 工事請負費　改修工事費 湊町リバープレイス　エアハンドリングユニット及びファンコイルユニット修繕の支出について
30,240,000

都市整備局 区画整理課 平成31年03月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　消耗品費 実務における筆界についての講習会テキスト代の支出について
6,220

都市整備局 区画整理課 平成31年03月11日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 役務費　手数料 区画整理事業用印鑑登録証明書発行手数料の支出について(大正区小林西二丁目)
300

都市整備局 区画整理課 平成31年03月11日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 役務費　手数料 区画整理事業用印鑑登録証明書発行手数料の支出について(大正区小林西二丁目)
300

都市整備局 区画整理課 平成31年03月14日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 区画整理事業用「軽貨物自動車（トラック）　外２件」　長期借入費用の支出について（２月分）
77,328

都市整備局 区画整理課 平成31年03月15日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 工事請負費　改修工事費 三国駅前線区画線設置工事の支出について（完成金）
367,200

都市整備局 区画整理課 平成31年03月19日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　燃料費 区画整理事業用ガソリンカード使用料の支出について（１月分）
54,964

都市整備局 区画整理課 平成31年03月20日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 区画整理事業用コピー代の支出について（本庁２月分）
46,331

都市整備局 区画整理課 平成31年03月20日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 測量計算ＣＡＤシステム用プリンタインクカートリッジフォトブラックほか１５点の買入費用の支出について
752,695

都市整備局 区画整理課 平成31年03月20日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 補償金算定システム用パーソナルコンピュータ等長期借入に伴う経費の支出について（２月分）
36,126
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都市整備局 区画整理課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 役務費　手数料 区画整理事業用測量機器の検定に係る手数料の支出について
80,352

都市整備局 区画整理課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用測量計算CADシステム(都市整備局)長期借入にかかる使用料の支出について(長期契約 平成30年度 2月分)
297,216

都市整備局 区画整理課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用等公用車ETC利用高速道路通行料にかかる使用料の支出について（平成31年1月分）
15,840

都市整備局 区画整理課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 貨物自動車(バン)長期借入にかかる船車賃借料の支出について(長期契約 平成30年度 2月分)
81,000

都市整備局 区画整理課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 負担金、補助及交付金　会費 平成30年度大阪府用地対策連絡協議会第４回研修会（土地評価研修）の受講料について
3,280

都市整備局 区画整理課 平成31年03月25日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（平成31年2月分）
9,486

都市整備局 区画整理課 平成31年03月25日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（２月分）
9,913

都市整備局 区画整理課 平成31年03月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（２月分）
3,080

都市整備局 区画整理課 平成31年03月26日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用市内出張交通費の支出について（２月分）
27,622

都市整備局 区画整理課 平成31年03月26日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 区画整理事業用コピー代の支出について（事務所２月分）
73,559

都市整備局 区画整理課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 近畿ブロック区画整理担い手育成会（第5回）の出席にかかる管外出張について
10,830

都市整備局 区画整理課 平成31年03月27日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 工事請負費　新規工事費 長吉東部地区ブロック２０整地工事（完成金）
5,394,680

都市整備局 区画整理課 平成31年03月28日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 委託料　委託料 平成３０年度大正区内都市整備局所管用地土壌状況調査（平面）業務委託（完成払い）
447,120

都市整備局 区画整理課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について（２月分）
34,508

都市整備局 区画整理課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 殺虫剤スプレーの買入費用の支出について
45,630

都市整備局 区画整理課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 土のう袋ほか１点の買入費用の支出について
21,384

都市整備局 区画整理課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 ディスクグラインダー用切断砥石ほか１点の買入費用の支出について
26,298

都市整備局 区画整理課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 刈込鋏ほか８点の買入費用の支出について
52,531

都市整備局 区画整理課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 測量計算ＣＡＤシステム用インクジェットカラープリンター用ロール紙の買入費用の支出について
19,440

都市整備局 区画整理課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 加工番線の買入費用の支出について
47,412

都市整備局 区画整理課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 接着剤ボンドほか１点の買入費用の支出について
11,610

都市整備局 区画整理課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 チェンソー替刃ほか８点の買入費用の支出について
178,038

都市整備局 区画整理課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 すべり止め付軍手ほか３点の買入費用の支出について
44,064

都市整備局 区画整理課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 防炎メッシュシートの買入費用の支出について
27,000

都市整備局 区画整理課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 全天候型常温合材の買入にかかる支出について
41,990

都市整備局 区画整理課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 役務費　手数料 区画整理事業用印鑑登録証明書発行手数料の支出について(大正区三軒家東六丁目)
300

都市整備局 区画整理課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 委託料　委託料 不動産鑑定評価業務の報酬の支出について（港区波除三丁目２番３８）
203,040

都市整備局 生野南部事務所 平成31年03月06日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 生野区南部地区整備事業用市営勝山南住宅共用電気料金の大阪市負担分の支出について（2月分）
17,573

都市整備局 生野南部事務所 平成31年03月11日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 生野区南部地区整備事業用市営生野東住宅1・2・9･11･12号館共用電気料金の大阪市負担分の支出について（2月分）
90,834

都市整備局 生野南部事務所 平成31年03月11日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度　狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（重生30-9）
750,000

都市整備局 生野南部事務所 平成31年03月15日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 生野区南部地区整備事業用　平成30年度生野区南部地区整備事業地外１まちかど広場樹木維持管理業務委託の支出について
972,000

都市整備局 生野南部事務所 平成31年03月18日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 生野区南部地区整備事業用　生野区南部地区整備事業管内一円整地工事（３０－１）の支出について
3,717,360

都市整備局 生野南部事務所 平成31年03月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 生野区南部地区整備事業用市内出張交通費の支出について（2月分）
11,292

都市整備局 生野南部事務所 平成31年03月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　消耗品費 生野区南部地区整備事業用複写機消耗品代金の支出について（２月分）
8,445

都市整備局 生野南部事務所 平成31年03月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度　狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（重生30-14）
676,000

都市整備局 生野南部事務所 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度　狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（重生30-16）
438,000

都市整備局 生野南部事務所 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度　狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（生30-15）
339,000

都市整備局
淡路土地区画整理事
務所

平成31年03月14日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 淡路駅周辺地区仮設建物P棟（資材置場）における水道料金の支出について（２月分）
1,522

都市整備局
淡路土地区画整理事
務所

平成31年03月18日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（２月分）
8,552

都市整備局
淡路土地区画整理事
務所

平成31年03月18日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（２月分）
542

都市整備局
淡路土地区画整理事
務所

平成31年03月20日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（２月分）
12,608

都市整備局
淡路土地区画整理事
務所

平成31年03月22日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 淡路駅周辺地区管理地の防犯灯における電気使用料の支出について（２月分）
20,105

都市整備局
淡路土地区画整理事
務所

平成31年03月22日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 淡路駅周辺地区従前居住者用住宅における電気使用料の支出について（2月分）
44,078

都市整備局
淡路土地区画整理事
務所

平成31年03月28日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 平成30年度淡路土地区画整理事務所にかかる水道代の支出について（2月分）
13,176

都市整備局
淡路土地区画整理事
務所

平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 平成３０年度淡路土地区画整理事務所にかかる電気使用料の支出について（２月分）
56,012

都市整備局
三国東土地区画整理
事務所

平成31年03月01日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（前金払）
270,601

都市整備局
三国東土地区画整理
事務所

平成31年03月01日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（前金払）
1,891,258
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都市整備局
三国東土地区画整理
事務所

平成31年03月04日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（後金払）
16,053,065

都市整備局
三国東土地区画整理
事務所

平成31年03月06日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（前金払）
6,497,990

都市整備局
三国東土地区画整理
事務所

平成31年03月07日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（前金払）
3,431,582

都市整備局
三国東土地区画整理
事務所

平成31年03月08日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（前金払）
7,302,019

都市整備局
三国東土地区画整理
事務所

平成31年03月11日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 区画整理事業に伴う街灯等電気料金の支出について（平成３１年２月分）（納付書１通添付）
4,276

都市整備局
三国東土地区画整理
事務所

平成31年03月11日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 新三国住宅２号館共用部分の電気料金の支出について（平成３１年２月分）（納付書１通添付）
21,194

都市整備局
三国東土地区画整理
事務所

平成31年03月13日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（前金払）
76,999,867

都市整備局
三国東土地区画整理
事務所

平成31年03月18日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業三国東地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（平成31年1月1日～平成31年1月31日分）
149,772

都市整備局
三国東土地区画整理
事務所

平成31年03月18日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（後金払）
290,659

都市整備局
三国東土地区画整理
事務所

平成31年03月20日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び宿泊を伴わない近接地にかかる旅費（２月分）の支出について
26,651

都市整備局
三国東土地区画整理
事務所

平成31年03月22日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年２月分）
28,315

都市整備局
三国東土地区画整理
事務所

平成31年03月22日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年２月分）
9,600

都市整備局
三国東土地区画整理
事務所

平成31年03月22日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（後金払）
23,308,815

都市整備局
三国東土地区画整理
事務所

平成31年03月25日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 委託料　委託料 三国東土地区画整理事務所庁舎清掃業務委託　長期継続の委託経費の支出について（平成３１年２月分）
83,160

都市整備局
三国東土地区画整理
事務所

平成31年03月26日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 三国東地区土地区画整理事業に伴うガス管路移設補償費について【三国東2号線（増径移設）】
531,000

都市整備局
三国東土地区画整理
事務所

平成31年03月26日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 三国東地区土地区画整理事業に伴うガス管路移設補償費について【三国東2号線（増径移設）】
2,150,000

都市整備局
三国東土地区画整理
事務所

平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 工事請負費　新規工事費 三国東地区内一円整地工事（３０－１）における工事代金の支出について（完了払）
12,694,320

都市整備局
三国東土地区画整理
事務所

平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（後金払）
5,983,015

都市整備局
三国東土地区画整理
事務所

平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（後金払）
6,173,433

都市整備局
三国東土地区画整理
事務所

平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（前金払）
4,870,046

都市整備局
三国東土地区画整理
事務所

平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（後金払）
7,836,520

都市整備局
三国東土地区画整理
事務所

平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（前金払）
5,772,005

都市整備局 安心居住課 平成31年03月14日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　印刷製本費 「大阪市子育て安心マンション認定制度周知用ポスター」ほか2点印刷に係る支出について
275,940

都市整備局 安心居住課 平成31年03月18日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用市内出張旅費の支出について（２月分）
9,195

都市整備局 安心居住課 平成31年03月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 平成30年度居住支援全国サミット出席にかかる管外出張旅費の支出について
28,900

都市整備局 安心居住課 平成31年03月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　消耗品費 民間住宅助成用コピー代金にかかる支出について（２月分）
42,969

都市整備局 建設課 平成31年03月01日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　手数料 平野区長吉長原西三丁目の境界確定協議書の締結に伴う印鑑証明書等発行手数料の支出について
1,500

都市整備局 建設課 平成31年03月01日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 補償、補填及賠償金　補償金 矢田南住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について(本移転・前金)
150,000

都市整備局 建設課 平成31年03月04日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 都市整備局所管用地（平野区喜連西４丁目１番）産業廃棄物収集・運搬業務委託に係る委託料の支出について
61,560

都市整備局 建設課 平成31年03月05日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 補償、補填及賠償金　補償金 高松住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について(自力退去・全金)
226,600

都市整備局 建設課 平成31年03月07日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 補償、補填及賠償金　補償金 萩之茶屋住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について(自力退去・全金)
217,000

都市整備局 建設課 平成31年03月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 市営住宅整備事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（設備１月分）
576

都市整備局 建設課 平成31年03月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 台風21号被害対応業務用出張等にかかる旅費の支出について（建設設計１月分）
541

都市整備局 建設課 平成31年03月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 市営住宅整備事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（建設設計１月分）
84,146

都市整備局 建設課 平成31年03月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 市営住宅整備事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（設備１月分）
41,856

都市整備局 建設課 平成31年03月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　手数料 構造計算適合性判定手数料（池島住宅３・４号館建設工事）の支出について（市営住宅整備事業用）
629,500

都市整備局 建設課 平成31年03月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　手数料 東住吉区住道矢田３丁目の境界確定協議書の締結に伴う印鑑証明書等発行手数料の支出について
300

都市整備局 建設課 平成31年03月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　手数料 平野区長吉出戸七丁目の境界確定協議書の締結に伴う印鑑証明書等発行手数料の支出について
300

都市整備局 建設課 平成31年03月11日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備事業用（２月分）南住吉関連電気料金の支出について
3,212

都市整備局 建設課 平成31年03月11日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 茨田大宮第２住宅１・２・４号館解体撤去工事　設計業務委託（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
907,200

都市整備局 建設課 平成31年03月11日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 北江口第２住宅１号館外11棟浴室改善給水衛生設備工事（前払金）の支出について（市営住宅整備事業用）
5,550,000

都市整備局 建設課 平成31年03月11日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 関目住宅１号館昇降路増築電気設備工事費（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
9,117,360

都市整備局 建設課 平成31年03月11日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 高殿西住宅４・５号館昇降機設備工事費（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
17,591,200

都市整備局 建設課 平成31年03月11日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 高殿西住宅４・５号館昇降路増築電気設備工事費（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
3,902,680

都市整備局 建設課 平成31年03月11日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 関目住宅１号館昇降路増築ガス設備工事費（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
2,719,440

都市整備局 建設課 平成31年03月11日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 高殿西住宅４・５号館昇降路増築ガス設備工事費（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
3,537,000

都市整備局 建設課 平成31年03月11日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 関目住宅１号館昇降機設備工事費（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
22,942,000
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都市整備局 建設課 平成31年03月11日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 長吉出戸西住宅３号館外10棟浴室改善給水衛生設備工事（前払金）の支出について（市営住宅整備事業用）
3,910,000

都市整備局 建設課 平成31年03月11日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　改修工事費 毛馬住宅1・2・3号館耐震改修工事（前払金）の支出について（市営住宅整備事業用）
98,730,000

都市整備局 建設課 平成31年03月11日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 補償、補填及賠償金　補償金 高殿西住宅４・５号館昇降路増築工事に伴う大阪瓦斯株式会社所有のガス設備の移設工事に関する補償金の支出について
161,000

都市整備局 建設課 平成31年03月12日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 補償、補填及賠償金　補償金 北喜連住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について＜２＞（本移転・前金）
12,900,000

都市整備局 建設課 平成31年03月12日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 補償、補填及賠償金　補償金 北喜連住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について＜１＞（本移転・前金）
15,000,000

都市整備局 建設課 平成31年03月13日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 補償、補填及賠償金　補償金 上新庄住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転及び仮移転・後金）②
2,872,200

都市整備局 建設課 平成31年03月13日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 補償、補填及賠償金　補償金 上新庄住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転・後金）①
7,444,200

都市整備局 建設課 平成31年03月14日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 補償、補填及賠償金　補償金 高松住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について(自力退去・全金)
226,600

都市整備局 建設課 平成31年03月15日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　消耗品費 「住宅セーフティネット必携　平成30年度版」外１点買入経費の支出について（市営住宅整備事業用等）
18,050

都市整備局 建設課 平成31年03月15日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　消耗品費 「住宅セーフティネット必携　平成30年度版」外１点買入経費の支出について（市営住宅整備事業用等）
18,050

都市整備局 建設課 平成31年03月15日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　消耗品費 「住宅セーフティネット必携　平成30年度版」外１点買入経費の支出について（市営住宅整備事業用等）
8,100

都市整備局 建設課 平成31年03月15日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 「住宅セーフティネット必携　平成30年度版」外１点買入経費の支出について（市営住宅整備事業用等）
213

都市整備局 建設課 平成31年03月15日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 「住宅セーフティネット必携　平成30年度版」外１点買入経費の支出について（市営住宅整備事業用等）
106

都市整備局 建設課 平成31年03月15日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 「住宅セーフティネット必携　平成30年度版」外１点買入経費の支出について（市営住宅整備事業用等）
213

都市整備局 建設課 平成31年03月15日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　消耗品費 「住宅セーフティネット必携　平成30年度版」外１点買入経費の支出について（市営住宅整備事業用等）
36,100

都市整備局 建設課 平成31年03月15日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　消耗品費 「住宅セーフティネット必携　平成30年度版」外１点買入経費の支出について（市営住宅整備事業用等）
54,150

都市整備局 建設課 平成31年03月15日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　消耗品費 「住宅セーフティネット必携　平成30年度版」外１点買入経費の支出について（市営住宅整備事業用等）
28,000

都市整備局 建設課 平成31年03月15日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　消耗品費 「住宅セーフティネット必携　平成30年度版」外１点買入経費の支出について（市営住宅整備事業用等）
18,050

都市整備局 建設課 平成31年03月15日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　通信運搬費 「住宅セーフティネット必携　平成30年度版」外１点買入経費の支出について（市営住宅整備事業用等）
319

都市整備局 建設課 平成31年03月15日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　通信運搬費 「住宅セーフティネット必携　平成30年度版」外１点買入経費の支出について（市営住宅整備事業用等）
426

都市整備局 建設課 平成31年03月15日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　通信運搬費 「住宅セーフティネット必携　平成30年度版」外１点買入経費の支出について（市営住宅整備事業用等）
213

都市整備局 建設課 平成31年03月15日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　通信運搬費 「住宅セーフティネット必携　平成30年度版」外１点買入経費の支出について（市営住宅整備事業用等）
640

都市整備局 建設課 平成31年03月15日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　分担金 市内府営住宅移管に伴う起債償還負担金の支出について（市営住宅整備事業用）
2,656,201,613

都市整備局 建設課 平成31年03月18日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　手数料 鶴町住宅２号館公共下水道施設築造工事に伴う事務監督費の支出について（市営住宅建設事業用）
192,186

都市整備局 建設課 平成31年03月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　手数料 構造計算適合性判定手数料(新生江住宅３号館建設工事)の支出について（市営住宅整備事業用）
443,800

都市整備局 建設課 平成31年03月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　手数料 平成30年度都市整備局住宅事業用地等維持管理業務委託（その１）に伴う一般廃棄物処分費の支出について
88,110

都市整備局 建設課 平成31年03月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　手数料 平成30年度都市整備局住宅事業用地等維持管理業務委託（その２）に伴う一般廃棄物処分費の支出について
37,890

都市整備局 建設課 平成31年03月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 西喜連第5住宅6号館建設工事　第2次設計変更　設計業務委託（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
1,846,800

都市整備局 建設課 平成31年03月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 鶴見住宅1･2･3･4･8号館耐震改修工事監理業務委託費（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
9,462,920

都市整備局 建設課 平成31年03月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 西喜連第5住宅7号館建設工事　第2次設計変更　設計業務委託（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
453,600

都市整備局 建設課 平成31年03月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 長吉長原北住宅3号館解体撤去工事　設計業務委託（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
583,200

都市整備局 建設課 平成31年03月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 平成３０年度都市整備局住宅事業用地等維持管理業務委託（その１）に係る委託料の支出について
9,041,760

都市整備局 建設課 平成31年03月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 高殿西第４住宅１号館建設工事　第２次設計変更　設計業務委託（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
388,800

都市整備局 建設課 平成31年03月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 飛鳥住宅２・６号館建設工事　設計業務委託（前払金）の支出について（市営住宅整備事業用）
3,880,000

都市整備局 建設課 平成31年03月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 天津橋住宅1号館建設工事　設計変更　積算設計業務委託（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
466,560

都市整備局 建設課 平成31年03月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 西喜連第5住宅7号館建設工事　第2次設計変更　積算設計業務委託（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
240,840

都市整備局 建設課 平成31年03月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 西喜連第5住宅6号館建設工事　第2次設計変更　積算設計業務委託（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
266,760

都市整備局 建設課 平成31年03月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 平成３０年度都市整備局住宅事業用地等維持管理業務委託（その２）に係る委託料の支出について
8,980,200

都市整備局 建設課 平成31年03月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 鶴町第４住宅１号館建設工事　設計変更　設計業務委託（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
124,200

都市整備局 建設課 平成31年03月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 高殿西第４住宅１号館建設工事　第２次設計変更　積算設計業務委託（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
375,840

都市整備局 建設課 平成31年03月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 鋼板塀等復旧工事-4（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
6,306,120

都市整備局 建設課 平成31年03月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 勝山住宅1・2・5・6号館解体撤去工事（中間前払金）の支出について（市営住宅整備事業用）
65,610,000

都市整備局 建設課 平成31年03月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 瓜破東住宅１号館建設工事（第2回部分払金）の支出について（市営住宅整備事業用）
14,110,000

都市整備局 建設課 平成31年03月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 補償、補填及賠償金　補償金 萩之茶屋第1住宅1号館建設工事に伴う関西電力株式会社所有の架空配電線路設備の移設工事に関する補償金の支出について
123,136

都市整備局 建設課 平成31年03月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 補償、補填及賠償金　補償金 南方住宅1号館建設工事に伴う西日本電信電話株式会社所有の架空配電線路設備の移設工事に関する補償金の支出について
934,872

都市整備局 建設課 平成31年03月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 補償、補填及賠償金　補償金 南方住宅1号館建設工事に伴う西日本電信電話株式会社所有の架空ケーブルの移設工事に関する補償金の支出について
332,810

都市整備局 建設課 平成31年03月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 市営住宅整備事業用市内出張交通費の支出について（平成３１年２月分）
97,351
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都市整備局 建設課 平成31年03月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備事業用（２月分）南住吉関連ガス料金の支出について
917

都市整備局 建設課 平成31年03月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　手数料 平成30年度都市整備局住宅事業用地等維持管理業務委託（その３）に伴う一般廃棄物処分費の支出について
185,040

都市整備局 建設課 平成31年03月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 清水住宅2･3･5号館外1件昇降路増築工事　設計業務委託（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
4,806,000

都市整備局 建設課 平成31年03月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 平成３０年度都市整備局住宅事業用地等維持管理業務委託（その３）に係る委託料の支出について
7,337,520

都市整備局 建設課 平成31年03月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 使用料及賃借料　使用料 建築積算システム用パーソナルコンピュータ等長期借入経費の支出について（２月分）市営住宅整備事業用
16,092

都市整備局 建設課 平成31年03月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 使用料及賃借料　使用料 建築積算システム用サーバー及び周辺機器等長期借入経費の支出について（１月分）市営住宅整備事業用
32,292

都市整備局 建設課 平成31年03月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 新生江住宅３号館建設工事　設計業務委託３（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
1,587,600

都市整備局 建設課 平成31年03月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 補償、補填及賠償金　補償金 三国南住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転・後金）
76,600

都市整備局 建設課 平成31年03月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　消耗品費 市営住宅整備事業用コピー代金の支出について（２月分）
58,180

都市整備局 建設課 平成31年03月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 東加賀屋住宅３・４号館外４件耐震改修工事設計業務委託－２（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
648,000

都市整備局 建設課 平成31年03月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 小林住宅３・４号館外２件耐震改修その他工事　設計業務委託－３（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
691,200

都市整備局 建設課 平成31年03月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 御崎住宅７号館外11件耐震改修その他工事　設計業務委託－３（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
2,062,800

都市整備局 建設課 平成31年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 補償、補填及賠償金　補償金 北喜連住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転・後金）
440,400

都市整備局 建設課 平成31年03月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　手数料 構造計算適合性判定手数料(井高野第4住宅2号館建設工事)の支出について（市営住宅整備事業用）
443,800

都市整備局 建設課 平成31年03月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 住宅整備用平成３０年度加島１丁目土壌深度及び自然由来特例調査業務委託に係る委託料の支出について（完成払）
874,800

都市整備局 建設課 平成31年03月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 上新庄第１住宅１号館建設工事　設計業務委託（前払金）の支出について（市営住宅整備事業用）
4,900,000

都市整備局 建設課 平成31年03月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 長吉長原東第4住宅7～14号館解体撤去工事（前払金）の支出について（市営住宅整備事業用）
86,370,000

都市整備局 建設課 平成31年03月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　改修工事費 長柄東住宅１号館耐震改修工事（前払金）の支出について（市営住宅整備事業用）
65,380,000

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 環境改善費 委託料　委託料 萩之茶屋住宅他3施設解体撤去工事　設計業務委託（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
1,458,603

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　其他委員等旅費 市営住宅整備事業用市内出張交通費の支出について（工事２月分）
6,560

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 市営住宅整備事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（設備２月分）
55,063

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 市営住宅整備事業用市内出張交通費の支出について（工事２月分）
95,077

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 大和田第２住宅外101件防犯灯電気料金（２月分）の支出について（市営住宅整備事業用）
109,137

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備事業用（２月分）西喜連第5住宅防犯灯電気料金の支出について
27

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備事業用（３月分）南住吉関連水道料金の支出について
1,544

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 鶴ヶ丘住宅1～11号館外1件昇降路増築基本計画業務委託（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
1,933,350

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 北陽第2住宅1号館外2件昇降路増築工事　設計業務委託（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
2,743,200

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 鶴見住宅1･2号館外4件耐震改修その他工事設計業務委託－3（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
907,200

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 北江口第2住宅15号館昇降路増築工事　設計業務委託（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
1,533,600

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 池島住宅13～20号館解体撤去工事設計変更　設計業務委託（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
111,240

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 萩之茶屋住宅他3施設解体撤去工事　設計業務委託（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
6,851,997

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 瓜破東住宅集会所整備その他工事設計変更　設計業務委託（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
496,800

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 西喜連第５住宅６・７号館設備工事　監理業務委託(完了金)の支出について(市営住宅整備事業用)
4,149,360

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 野中北住宅2･4･5号館昇降路増築工事　設計業務委託（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
4,590,000

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 北江口第2住宅15号館昇降路増築設備工事　設計業務委託にかかる経費（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
421,200

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 鶴ヶ丘住宅1～11号館外1件昇降路増築基本計画業務委託（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
1,018,650

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 東喜連第2住宅1号館建設電波障害対策業務委託にかかる費用（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
2,270,160

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 勝三住宅建設電波障害対策業務委託にかかる費用（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
1,798,200

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 長吉六反北住宅3号館建設電波障害対策業務委託にかかる費用（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
4,295,160

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 伝法住宅7～11号館解体撤去工事　設計業務委託（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
1,458,000

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 鶴町第2住宅1～4号館解体撤去工事　設計業務委託（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
1,166,400

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 上新庄住宅４・10・11号館解体撤去工事　設計業務委託（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
873,720

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 瓜破東住宅集会所整備その他工事設計変更　積算設計業務委託（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
401,760

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 住宅整備用平成３０年度出城３丁目土壌状況調査（平面）業務委託に係る委託料の支出について（完成払）
297,000

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 住宅整備用平成３０年度北津守１丁目土壌表層調査業務委託に係る委託料の支出について（完成払）
199,800

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 東淡路第2住宅1～4号館耐震改修工事設計業務委託（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
8,526,600

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 天津橋住宅1号館建設工事　設計変更　設計業務委託(完成金)の支出について(市営住宅整備事業用)
176,040
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都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 高松住宅１号館敷地地質調査業務委託（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
3,181,680

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 住宅整備用平成３０年度浪速東３丁目土壌深度調査業務委託に係る委託料の支出について（完成払）
5,767,200

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 浪速西第２住宅１号館解体撤去工事監理業務委託費（完了金）の支出について（市営住宅整備事業用）
2,652,480

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 池島住宅５・６号館設備工事　設計業務委託にかかる経費（完了金）の支出について（市営住宅整備事業用）
5,365,440

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 池島住宅３・４号館設備工事　設計業務委託にかかる経費（完了金）の支出について（市営住宅整備事業用）
4,432,320

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 池島住宅５・６号館建設工事　設計業務委託（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
19,428,760

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 泉尾第4住宅5号館建設工事　積算設計業務委託（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
1,490,400

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 住道矢田住宅１号館設備工事　設計業務委託にかかる経費（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
4,051,080

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 （仮称）萩之茶屋第２住宅設備工事　設計業務委託にかかる経費（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
3,243,240

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 池島住宅13～20号館解体撤去工事設計変更　積算設計業務委託（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
113,400

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 （仮称）萩之茶屋第２住宅建設工事　設計業務委託（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
12,830,400

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 茨田大宮第２住宅集会所整備工事　積算設計業務委託（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
478,440

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 長吉長原東第４住宅４１号館設備工事　設計業務委託にかかる経費（前払金）の支出について（市営住宅整備事業用）
1,530,000

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 使用料及賃借料　使用料 大和田第３住宅１号館における共架料の支出について（市営住宅整備事業用）
467

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 西喜連第５住宅７号館ガス設備工事費（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
23,689,800

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 西喜連第５住宅７号館建設工事（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
235,216,000

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 井高野第4住宅4・5号館解体撤去工事（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
53,458,920

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 西喜連第５住宅７号館電気設備工事費（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
19,185,120

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 西喜連第5住宅7号館給水衛生設備工事（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
47,110,000

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 西喜連第５住宅６号館建設工事（一部完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
11,485,640

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 西喜連第５住宅６号館ガス設備工事費（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
17,195,760

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 西喜連第5住宅7号館給水衛生設備工事（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
29,338,600

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 西喜連第５住宅６号館建設工事（一部完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
360,000,000

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 西喜連第５住宅７号館昇降機設備工事費（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
12,252,000

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 西喜連第5住宅6号館給水衛生設備工事（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
34,212,080

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 西喜連第５住宅７号館建設工事（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
82,565,440

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 西喜連第5住宅6号館給水衛生設備工事（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
52,890,000

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 西喜連第５住宅６号館電気設備工事費（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
27,937,480

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 西喜連第５住宅６号館電気設備工事費（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
95,000,000

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 西喜連第５住宅７号館電気設備工事費（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
62,640,000

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　改修工事費 鶴見住宅1・2・3・4・8号館耐震改修工事（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
220,421,440

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　改修工事費 鶴見住宅1・2・3・4・8号館耐震改修工事（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
17,698,000

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 補償、補填及賠償金　補償金 北喜連住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（自力退去・全金）
453,200

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 補償、補填及賠償金　補償金 茨田大宮第２住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（自力退去・全金）
226,600

都市整備局 建設課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 補償、補填及賠償金　補償金 茨田大宮第２住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転・後金）
4,212,600

都市整備局 管理課 平成31年03月01日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　消耗品費 市営住宅入居承認書等送付用封筒（窓付き・角形2号）の買入の支出について
91,692

都市整備局 管理課 平成31年03月01日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　長吉長原北住宅　10～12月分電気代の支出について
71,822

都市整備局 管理課 平成31年03月01日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　長吉六反東住宅１号館他　１０～１２月分電気代の支出について
110,686

都市整備局 管理課 平成31年03月01日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　東喜連第５住宅１号館１０～１２月分電気代の支出について
196,279

都市整備局 管理課 平成31年03月01日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用鶴町住宅14～16号館１０～１２月分電気代の支出について
28,678

都市整備局 管理課 平成31年03月01日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用浪速東第２住宅（作業所）12月分電気代の支出について
12,525

都市整備局 管理課 平成31年03月04日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　其他委員等旅費 市営住宅維持管理用等市内出張等交通費の支出について（平成３１年１月分）
35,394

都市整備局 管理課 平成31年03月04日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 市営住宅維持管理用等市内出張等交通費の支出について（平成３１年１月分）
23,178

都市整備局 管理課 平成31年03月04日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　茨田大宮第２住宅電気代の支出について（２月分）
68,488

都市整備局 管理課 平成31年03月04日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　三国南住宅電気代の支出について（２月分）
13,289

都市整備局 管理課 平成31年03月05日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　手数料 送達証明・執行文付与申請印紙の購入及び経費の支出について
11,250

都市整備局 管理課 平成31年03月06日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　北喜連住宅1～7号館１０月～１２月分の電気代の支出について
45,044
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都市整備局 管理課 平成31年03月06日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　西三国住宅電気代の支出について（２月分）
37,065

都市整備局 管理課 平成31年03月06日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　長吉六反第１住宅　１０～１２月分電気代の支出について
92,309

都市整備局 管理課 平成31年03月06日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　佃第２住宅電気代の支出について（２月分）
65,696

都市整備局 管理課 平成31年03月06日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　平野第２住宅２号館１０～１２月分電気代の支出について
12,700

都市整備局 管理課 平成31年03月07日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 使用承認取消通知発送用内容証明料金の支出について（３月分）その１
4,300

都市整備局 管理課 平成31年03月07日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　上新庄住宅電気代の支出について（２月分）
32,193

都市整備局 管理課 平成31年03月07日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用松崎第2住宅2号館平成31年２月分電気代の支出について
80,973

都市整備局 管理課 平成31年03月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 報償費　報償金 市営住宅及び附帯駐車場明渡訴訟等にかかる弁護士報酬の支出について（平成３０年１２月分・平成３１年１月分）
2,216,700

都市整備局 管理課 平成31年03月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　手数料 市営住宅及び附帯駐車場明渡訴訟等にかかる印紙代等（手数料）の支出について（平成３０年１２月分・平成３１年１月分）
139,675

都市整備局 管理課 平成31年03月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　木場住宅１～17号館10～12月分電気代の支出について
100,766

都市整備局 管理課 平成31年03月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　井高野第４住宅電気代の支出について（２月分）
17,122

都市整備局 管理課 平成31年03月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　山口住宅1号館10～12月分電気代の支出について
29,421

都市整備局 管理課 平成31年03月11日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　加美絹木住宅２月分の電気代の支出について
22,119

都市整備局 管理課 平成31年03月11日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　横堤北住宅電気代の支出について（２月分）
26,292

都市整備局 管理課 平成31年03月14日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　木川第３住宅電気代の支出について（２月分）
35,986

都市整備局 管理課 平成31年03月14日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　木川第２住宅電気代の支出について（２月分）
15,137

都市整備局 管理課 平成31年03月14日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　西宮原住宅電気代の支出について（２月分）
17,405

都市整備局 管理課 平成31年03月14日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用浅香第3住宅1号館他2件２月分電気代の支出について
48,505

都市整備局 管理課 平成31年03月15日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用中開東住宅１号館１０～１２月分電気代の支出について
33,370

都市整備局 管理課 平成31年03月15日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　小松南住宅電気代の支出について（２月分）
28,252

都市整備局 管理課 平成31年03月18日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　手数料 送達証明・執行文付与申請印紙の購入及び経費の支出について
13,500

都市整備局 管理課 平成31年03月18日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 大阪市営住宅徴収金口座振替処理におけるデータ伝送等業務委託本番処理にかかるに支出について（H31.2月分）
246,143

都市整備局 管理課 平成31年03月18日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用千島住宅1～3号館7～12月分電気代の支出について
44,926

都市整備局 管理課 平成31年03月18日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用勝山第1住宅1号館　５～12月分電気代の支出について
101,727

都市整備局 管理課 平成31年03月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 使用承認取消通知発送用内容証明料金の支出について（３月分）その２
186,100

都市整備局 管理課 平成31年03月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センター（分室）電気料金の支出について　２月分
4,950

都市整備局 管理課 平成31年03月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センター電気料金の支出について　２月分
55,656

都市整備局 管理課 平成31年03月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　手数料 平成31年3月即決和解申立用貼用印紙代の支出について
36,000

都市整備局 管理課 平成31年03月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センター（分室）の管理費及び修繕積立金の支出について　３月分
366,113

都市整備局 管理課 平成31年03月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センターの管理費及び修繕積立金の支出について　３月分
502,442

都市整備局 管理課 平成31年03月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センターの管理費及び修繕積立金の支出について　３月分
157,341

都市整備局 管理課 平成31年03月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センター（分室）の管理費及び修繕積立金の支出について　３月分
26,530

都市整備局 管理課 平成31年03月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　今市住宅電気代の支出について（２月分）
17,396

都市整備局 管理課 平成31年03月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　豊里第２住宅電気代の支出について（２月分）
9,796

都市整備局 管理課 平成31年03月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　其他委員等旅費 市営住宅維持管理用等市内出張等交通費の支出について（平成３１年２月分）
28,362

都市整備局 管理課 平成31年03月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 市営住宅維持管理用等市内出張等交通費の支出について（平成３１年２月分）
18,914

都市整備局 管理課 平成31年03月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　印刷製本費 「入居の手続き（契約書のつくり方）【契約会用】」ほか１点の作成の支出について
61,344

都市整備局 管理課 平成31年03月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 市営住宅維持管理用返信用切手の購入及び経費の支出について
12,850

都市整備局 管理課 平成31年03月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　伝法住宅電気代の支出について（２月分）
21,189

都市整備局 管理課 平成31年03月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　東淡路住宅電気代の支出について（２月分）
97,856

都市整備局 管理課 平成31年03月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　長吉六反東住宅２５号館２月分の電気代の支出について
6,183

都市整備局 管理課 平成31年03月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用矢田中住宅8～10号館２月分電気代の支出について
38,738

都市整備局 管理課 平成31年03月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用矢田南住宅１号館２月分電気代の支出について
92,111

都市整備局 管理課 平成31年03月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　長吉六反東住宅2号館他２月分の電気代の支出について
5,330

都市整備局 管理課 平成31年03月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅維持管理用阿倍野住宅管理センター電気料金の支出について　平成31年2月分
84,391

都市整備局 管理課 平成31年03月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅附帯駐車場管理用電気使用料の支出について（２月分・南方ー１駐車場　駐車場コード9270）
550

都市整備局 管理課 平成31年03月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 大阪市営住宅管理システムにおける通信サービスの提供長期継続に係る経費の支出について（平成31年2月分）
323,978
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都市整備局 管理課 平成31年03月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 大阪市営住宅管理システムにおける通信サービスの追加提供　長期継続に係る経費の支出について（平成31年2月分）
45,554

都市整備局 管理課 平成31年03月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 市営住宅管理システムにおける二要素認証システム保守業務委託　長期継続に係る経費の支出について（平成31年2月分）
25,920

都市整備局 管理課 平成31年03月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 平成３０年度市営住宅管理システムに関する事業所間逓送業務委託に係る経費の支出について（平成31年2月分）
23,220

都市整備局 管理課 平成31年03月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 大阪市営住宅情報連携システムサーバ機器等長期借入にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
456,840

都市整備局 管理課 平成31年03月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 大阪市営住宅管理システム追加ストレージ機器（二要素認証対応）　長期借入にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
23,436

都市整備局 管理課 平成31年03月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 市営住宅管理システムサーバ機器等長期借入にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
440,640

都市整備局 管理課 平成31年03月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 市営住宅管理システム端末機器等長期借入（その１）にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
69,959

都市整備局 管理課 平成31年03月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器（都市整備局）一式　長期借入に係る経費の支出について（平成31年2月分）
22,212

都市整備局 管理課 平成31年03月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　長吉長原北住宅３号館２月分電気代の支出について
784

都市整備局 管理課 平成31年03月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　山口第２住宅電気代の支出について（２月分）
8,293

都市整備局 管理課 平成31年03月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　日之出第２住宅電気代の支出について（２月分）
40,585

都市整備局 管理課 平成31年03月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　南方住宅電気代の支出について（２月分）
130,640

都市整備局 管理課 平成31年03月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　八幡屋住宅電気代の支出について（２月分）
10,102

都市整備局 管理課 平成31年03月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　池島住宅電気代の支出について（２月分）
35,739

都市整備局 管理課 平成31年03月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　春日出中第２住宅電気代の支出について（２月分）
10,674

都市整備局 管理課 平成31年03月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 報償費　報償金 平成30年度大阪市営住宅及び住宅附帯駐車場強制執行補助業務委託にかかる強制執行費用の支出について（第１０回目）
2,452,680

都市整備局 管理課 平成31年03月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 債権差押申立に係る費用の支出について
66,468

都市整備局 管理課 平成31年03月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　手数料 家屋明渡等強制執行にかかる手数料の支出について（第１０回目）
826,535

都市整備局 管理課 平成31年03月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　手数料 債権差押申立に係る費用の支出について
24,000

都市整備局 管理課 平成31年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　東喜連第５住宅２号館２月分の電気代の支出について
68,358

都市整備局 管理課 平成31年03月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　生江住宅電気代の支出について（２月分）
65,958

都市整備局 管理課 平成31年03月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　日之出第３住宅電気代の支出について（２月分）
20,081

都市整備局 管理課 平成31年03月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　日之出住宅電気代の支出について（２月分）
99,916

都市整備局 管理課 平成31年03月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　日之出北住宅電気代の支出について（２月分）
15,388

都市整備局 管理課 平成31年03月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　酉島住宅電気代の支出について（２月分）
125,757

都市整備局 管理課 平成31年03月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　福第２住宅電気代の支出について（２月分）
26,667

都市整備局 管理課 平成31年03月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　福住宅電気代の支出について（２月分）
11,702

都市整備局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　消耗品費 市営住宅維持管理用コピー代金の支出について（平成31年2月分）
45,769

都市整備局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　消耗品費 住宅管理センターコピー代金の支出について（平成31年2月分）
17,455

都市整備局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅附帯駐車場管理用電気使用料の支出について（２月分・西喜連第５－６駐車場　駐車場コード9272）
11

都市整備局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 市営住宅管理システムにおけるバックアップデータの外部保管業務委託（長期継続契約）に係る経費の支出について（平成31年2月分）
12,528

都市整備局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 市営住宅管理システム端末機器等長期借入（その３）にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
155,520

都市整備局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 市営住宅管理システム端末機器等長期借入（府営移管）にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
90,288

都市整備局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 市営住宅管理システム端末機器等長期借入（その２）にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
638,493

都市整備局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　加島、加島中住宅電気代の支出について（２月分）
72,461

都市整備局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　赤川住宅電気代の支出について（２月分）
14,072

都市整備局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　中島住宅電気代の支出について（２月分）
7,679

都市整備局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　神崎橋住宅電気代の支出について（２月分）
32,446

都市整備局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　長吉長原東第４住宅①～②・④～⑤・⑦～⑭号館２月分の電気代の支出について
30,747

都市整備局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　中津住宅電気代の支出について（４～12月分）
84,060

都市整備局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　飛鳥西住宅電気代の支出について（２月分）
63,052

都市整備局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用萩之茶屋住宅1号館２月分電気代の支出について
53,467

都市整備局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　飛鳥住宅電気代の支出について（２月分）
59,551

都市整備局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用新浪速第２住宅３号館２月分電気代の支出について
23,027

都市整備局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用出城東住宅1、2号館２月分電気代の支出について
41,783

都市整備局 管理課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　豊崎住宅１～３号館10～12月分電気代の支出について
20,405

都市整備局 保全整備課 平成31年03月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　加島中住宅3号館外壁改修その他工事費の支出について(前払金)
46,780,000
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都市整備局 保全整備課 平成31年03月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　西喜連第3住宅5・6号館外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
97,428,160

都市整備局 保全整備課 平成31年03月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用古市東住宅（6・7号館）自動火災報知設備改修工事費の支出について（完成金）
16,340,200

都市整備局 保全整備課 平成31年03月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用長吉出戸南第１住宅（１号館）自動火災報知設備改修工事費の支出について（完成金）
23,723,760

都市整備局 保全整備課 平成31年03月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　我孫子第2住宅1号館屋上防水改修工事費の支出について（完成金）
5,257,720

都市整備局 保全整備課 平成31年03月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　島屋第2住宅1～4号館外壁改修その他工事費の支出について(前払金)
19,400,000

都市整備局 保全整備課 平成31年03月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　井高野住宅7号館外壁改修その他工事費の支出について(前払金)
35,220,000

都市整備局 保全整備課 平成31年03月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　加美東第1住宅4・6号館外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
101,570,520

都市整備局 保全整備課 平成31年03月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　公園南矢田住宅1・2号館外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
36,825,880

都市整備局 保全整備課 平成31年03月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　南江口第１住宅（１・２号館）給水管改修工事費の支出について（前払金）
20,250,000

都市整備局 保全整備課 平成31年03月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　毛馬南住宅1号館外壁改修その他工事費の支出について(完成金)
17,861,560

都市整備局 保全整備課 平成31年03月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　生野東住宅11・12号館外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
49,670,000

都市整備局 保全整備課 平成31年03月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　加島南第4住宅1号館外壁改修その他工事費の支出について(前払金)
45,660,000

都市整備局 保全整備課 平成31年03月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用諸口南住宅（1～5号館）昇降機設備改修工事費の支出について（完成金）
83,600,000

都市整備局 保全整備課 平成31年03月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　南住吉第5住宅1～4号館外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
124,427,320

都市整備局 保全整備課 平成31年03月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　今福南住宅3・4号館屋上防水改修工事費の支出について(完成金)
15,124,240

都市整備局 保全整備課 平成31年03月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　毛馬住宅7・8号館外壁改修その他工事費の支出について(完成金)
17,421,600

都市整備局 保全整備課 平成31年03月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　南津守第2住宅1・2号館外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
69,050,000

都市整備局 保全整備課 平成31年03月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用日本橋西住宅（1号館）自動火災報知設備改修工事費の支出について（完成金）
17,251,920

都市整備局 保全整備課 平成31年03月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　消耗品費 市営住宅維持管理用コピー代金（平成31年2月分）
38,643

都市整備局 保全整備課 平成31年03月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 旧府営住宅において使用しているテレビ電波障害対策ケーブルの電柱（ＮＴＴ柱）添架料の支出について
54,432

都市整備局 保全整備課 平成31年03月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅補修事業用等市内出張交通費の支出について（２月分）
19,780

都市整備局 保全整備課 平成31年03月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅補修事業用等市内出張交通費の支出について（２月分）
6,821

都市整備局 保全整備課 平成31年03月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 大阪府北部地震対応業務用出張等にかかる旅費の支出について（２月分）
1,152

都市整備局 保全整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 鶴ヶ丘住宅における行政財産使用料について（平成31年度使用料）
3,000

都市整備局 保全整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 旧府営住宅において使用しているテレビ電波障害対策ケーブルの電柱（関電柱）共架料の支出について
238,896

都市整備局 保全整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用阿倍野第2住宅（0・2号館）外1住宅昇降機設備改修工事費の支出について（完成金）
55,080,000

都市整備局 保全整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　焼野住宅2・3号館外壁改修その他工事費の支出について(完成金)
85,423,600

都市整備局 保全整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　万代住宅1号館外壁改修その他工事費の支出について(前払金)
23,140,000

都市整備局 保全整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　鶴町第６住宅（７号館）給水管改修工事費の支出について（完成金）
16,693,840

都市整備局 保全整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　井高野第6住宅19～21号館屋上防水改修工事費の支出について(完成金)
21,380,560

都市整備局 保全整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　御幣島東住宅2号館外壁部分改修その他工事費の支出について(完成金)
7,346,160

都市整備局 保全整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　西栄住宅1号館外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
51,413,440

都市整備局 保全整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用井高野第6住宅（14～16号館）外3住宅昇降機設備改修工事費の支出について（完成金）
183,600,000

都市整備局 保全整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　酉島住宅22号館外壁改修その他工事費の支出について(前払金)
57,800,000

都市整備局 保全整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　茨田大宮第2住宅21号館屋上防水改修工事費の支出について(完成金)
16,535,880

都市整備局 保全整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　我孫子南住宅1・4・9号館外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
50,380,000

都市整備局 保全整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　八幡屋第２住宅（４号館）給水管改修工事費の支出について（前払金）
28,510,000

都市整備局 保全整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　鴫野住宅（１・２号館）給水管改修工事費の支出について（完成金）
31,712,080

都市整備局 保全整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　瓜破東第1住宅5号館外壁改修その他工事費の支出について(前払金)
38,000,000

都市整備局 保全整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　加美正覚寺東住宅3号館外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
62,590,480

都市整備局 企画設計課 平成31年03月01日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 工事請負費　改修工事費 スポーツ振興用　大阪プール天井改修電気設備工事費の支出について（完成金）
18,874,800

都市整備局 企画設計課 平成31年03月01日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 委託料　委託料 消防施設用　浪速消防署立葉出張所新築工事監理業務委託費の支出について（完了金）
1,136,232

都市整備局 企画設計課 平成31年03月01日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 委託料　委託料 消防施設用　浪速消防署立葉出張所新築工事監理業務委託費の支出について（完了金）
3,366,888

都市整備局 企画設計課 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　平野中学校給食室棟増築その他工事設計変更積算設計業務委託費の支出について（完了金）
18,360

都市整備局 企画設計課 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　平野中学校給食室棟増築その他工事設計変更積算設計業務委託費の支出について（完了金）
115,560

都市整備局 企画設計課 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　南住吉小学校増築その他工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
205,200

都市整備局 企画設計課 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　扇町小学校増築その他電気設備工事費の支出について（前払金）
23,600,000
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都市整備局 企画設計課 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　扇町小学校増築その他昇降機設備工事費の支出について（前払金）
3,810,000

都市整備局 企画設計課 平成31年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　西天満小学校増築その他機械設備工事費の支出について（完成金）
43,343,440

都市整備局 企画設計課 平成31年03月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　晴明丘小学校増築その他工事設計変更積算設計業務委託費の支出について（完了金）
185,760

都市整備局 企画設計課 平成31年03月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　菫中学校外２件給食室棟増築その他設備工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
885,600

都市整備局 企画設計課 平成31年03月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　弁天小学校校舎棟改修工事費の支出について（前払金）
26,670,000

都市整備局 企画設計課 平成31年03月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　淀川中学校増築その他機械設備工事費の支出について（前払金）
26,910,000

都市整備局 企画設計課 平成31年03月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　淀川中学校増築その他機械設備工事費の支出について（前払金）
8,790,000

都市整備局 企画設計課 平成31年03月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　弁天小学校校舎棟改修工事費の支出について（前払金）
26,080,000

都市整備局 企画設計課 平成31年03月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　菫中学校給食室棟増築その他工事費の支出について（第１回部分払金）
35,570,000

都市整備局 企画設計課 平成31年03月06日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 委託料　委託料 街路事業用　東淀川区西淡路高射砲陣地跡（建物Ｂ～Ｅ）解体撤去工事設計業務委託費の支出について（前払金）
450,000

都市整備局 企画設計課 平成31年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　摂陽中学校給食室棟増築その他工事設計変更設計業務委託費の支出について（前払金）
480,000

都市整備局 企画設計課 平成31年03月07日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　消耗品費 研修認定会議認定講習会「公共工事と会計検査講習会」にかかる受講料の支出について
4,400

都市整備局 企画設計課 平成31年03月07日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　会費 研修認定会議認定講習会「公共工事と会計検査講習会」にかかる受講料の支出について
4,100

都市整備局 企画設計課 平成31年03月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 報償費　報償金 建築計画調査事務用　平成３０年度第１１回都市整備局契約事務評価会議委員報酬及び交通費の支出について
50,300

都市整備局 企画設計課 平成31年03月08日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 工事請負費　新規工事費 消防施設用　浪速消防署立葉出張所新築機械設備工事費の支出について（完成金）
15,715,400

都市整備局 企画設計課 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　平野中学校給食室棟増築その他設備工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
307,800

都市整備局 企画設計課 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　今津中学校給食室棟増築その他工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
272,000

都市整備局 企画設計課 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　阿倍野小学校プール設置その他工事設計変更積算設計業務委託費の支出について（完了金）
44,280

都市整備局 企画設計課 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　南住吉小学校増築その他工事設計変更積算設計業務委託費の支出について（完了金）
185,760

都市整備局 企画設計課 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　今津中学校給食室棟増築その他工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
376,000

都市整備局 企画設計課 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　阿倍野小学校プール設置その他工事設計変更積算設計業務委託費の支出について（完了金）
266,760

都市整備局 企画設計課 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　塩草立葉小学校増築その他工事費の支出について（前払金）
134,880,000

都市整備局 企画設計課 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　下新庄小学校増築その他機械設備工事費の支出について（完成金）
25,531,200

都市整備局 企画設計課 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　もと市岡商業高等学校コンクリートブロック塀解体撤去工事費の支出について（前払金）
8,030,000

都市整備局 企画設計課 平成31年03月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 工事請負費　新規工事費 保健医療用　沢之町休日急病診療所建設工事費の支出について（中間前払金）
24,820,000

都市整備局 企画設計課 平成31年03月12日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 工事請負費　改修工事費 スポーツ振興用　城東屋内プール天井改修電気設備工事費の支出について（前払金）
3,460,000

都市整備局 企画設計課 平成31年03月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 役務費　手数料 校舎建設用等　平成３０年度大阪市都市整備局絶縁用保護具耐電圧試験業務委託料の支出について（完了金）
77,760

都市整備局 企画設計課 平成31年03月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　阿倍野小学校プール設置その他工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
118,800

都市整備局 企画設計課 平成31年03月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　西天満小学校増築その他設備工事監理業務委託費の支出について（完了金）
1,728,000

都市整備局 企画設計課 平成31年03月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　阿倍野小学校プール設置その他工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
421,200

都市整備局 企画設計課 平成31年03月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　友渕小学校増築その他工事（その２）設計変更積算設計業務委託費の支出について（完了金）
346,680

都市整備局 企画設計課 平成31年03月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　下新庄小学校増築その他設備工事監理業務委託費の支出について（完了金）
1,995,840

都市整備局 企画設計課 平成31年03月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　下新庄小学校増築その他ガス設備工事費の支出について（完成金）
4,767,400

都市整備局 企画設計課 平成31年03月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　西天満小学校増築その他電気設備工事費の支出について（完成金）
39,021,415

都市整備局 企画設計課 平成31年03月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　下新庄小学校増築その他電気設備工事費の支出について（完成金）
30,921,680

都市整備局 企画設計課 平成31年03月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　淀川中学校増築その他ガス設備工事費の支出について（前払金）
2,360,000

都市整備局 企画設計課 平成31年03月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　淀川中学校増築その他ガス設備工事費の支出について（前払金）
130,000

都市整備局 企画設計課 平成31年03月14日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 教育施設整備用等　緑中学校給食室棟増築その他工事外１件監理業務委託費の支出について（第１回部分払金）
1,234,641

都市整備局 企画設計課 平成31年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　晴明丘小学校増築その他工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
907,200

都市整備局 企画設計課 平成31年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　城陽中学校給食室棟増築その他工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
294,840

都市整備局 企画設計課 平成31年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　友渕小学校増築その他設備工事（その２）設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
259,200

都市整備局 企画設計課 平成31年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用等　緑中学校給食室棟増築その他工事外１件監理業務委託費の支出について（第１回部分払金）
2,379,359

都市整備局 企画設計課 平成31年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　丸山小学校増築その他工事第２次設計変更積算設計業務委託費の支出について（完了金）
168,480

都市整備局 企画設計課 平成31年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　滝川小学校南門整備その他ガス設備工事費の支出について（完成金）
639,360

都市整備局 企画設計課 平成31年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　滝川小学校南門整備その他電気設備工事費の支出について（完成金）
7,641,000

都市整備局 企画設計課 平成31年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　岸里小学校増築その他機械設備工事費の支出について（完成金）
12,091,960

都市整備局 企画設計課 平成31年03月15日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 マイクロ写真リーダープリンター長期借入経費の支出について（平成３１年２月分）
1,072
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都市整備局 企画設計課 平成31年03月15日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 マイクロ写真リーダープリンター長期借入経費の支出について（平成３１年２月分）
42,181

都市整備局 企画設計課 平成31年03月15日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 使用料及賃借料　使用料 マイクロ写真リーダープリンター長期借入経費の支出について（平成３１年２月分）
7,507

都市整備局 企画設計課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 こども相談センター用　（仮称）北部こども相談センター建設工事設計（建築・設備）業務委託費の支出について（完了金）
29,478,400

都市整備局 企画設計課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 委託料　委託料 動物園用　（仮称）天王寺動物園教育普及関連及び休憩施設建設工事設計業務委託費の支出について（完了金）
13,833,200

都市整備局 企画設計課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 委託料　委託料 動物園用　（仮称）天王寺動物園教育普及関連及び休憩施設建設設備工事設計業務委託費の支出について（完了金）
3,801,600

都市整備局 企画設計課 平成31年03月18日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 委託料　委託料 消防施設用　浪速消防署立葉出張所新築設備工事監理業務委託費の支出について（完了金）
3,272,400

都市整備局 企画設計課 平成31年03月18日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 工事請負費　新規工事費 消防施設用　東淀川消防署小松出張所新築機械設備工事費の支出について（完成金）
17,410,760

都市整備局 企画設計課 平成31年03月18日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 工事請負費　新規工事費 消防施設用　浪速消防署立葉出張所新築電気設備工事費の支出について（完成金）
40,194,240

都市整備局 企画設計課 平成31年03月18日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 工事請負費　新規工事費 消防施設用　浪速消防署立葉出張所新築工事費の支出について（完成金）
11,530,000

都市整備局 企画設計課 平成31年03月18日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 工事請負費　新規工事費 消防施設用　浪速消防署立葉出張所新築工事費の支出について（完成金）
92,837,320

都市整備局 企画設計課 平成31年03月18日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 工事請負費　新規工事費 消防施設用　浪速消防署立葉出張所新築ガス設備工事費の支出について（完成金）
1,137,240

都市整備局 企画設計課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 複写機経費（平成３１年２月分）の支出について
94,429

都市整備局 企画設計課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　歌島中学校増築その他工事設計変更積算設計業務委託費の支出について（完了金）
730,080

都市整備局 企画設計課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　大淀小学校増築その他設備工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
437,400

都市整備局 企画設計課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　歌島中学校増築その他工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
911,520

都市整備局 企画設計課 平成31年03月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　開平小学校増築その他設備工事設計業務委託費の支出について（前払金）
2,584,000

都市整備局 企画設計課 平成31年03月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　開平小学校増築その他設備工事設計業務委託費の支出について（前払金）
86,000

都市整備局 企画設計課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　住吉第一中学校増築その他ガス設備工事費の支出について（前払金）
1,380,000

都市整備局 企画設計課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　塩草立葉小学校増築その他ガス設備工事費の支出について（前払金）
1,130,000

都市整備局 企画設計課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　塩草立葉小学校増築その他機械設備工事費の支出について（前払金）
17,430,000

都市整備局 企画設計課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　扇町小学校増築その他ガス設備工事費の支出について（前払金）
1,620,000

都市整備局 企画設計課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　塩草立葉小学校増築その他昇降機設備工事費の支出について（前払金）
3,600,000

都市整備局 企画設計課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　扇町小学校増築その他ガス設備工事費の支出について（前払金）
50,000

都市整備局 企画設計課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 工事請負費　改修工事費 危機管理対策用　防災行政無線設備同報系蓄電池取替工事費の支出について（完成金）
3,456,000

都市整備局 企画設計課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 委託料　委託料 経済戦略用等　大阪国際交流センター外5件天井改修工事設計（建築・設備）業務委託費の支出について（完了金）
9,445,680

都市整備局 企画設計課 平成31年03月22日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 委託料　委託料 経済戦略用等　大阪国際交流センター外5件天井改修工事設計（建築・設備）業務委託費の支出について（完了金）
14,969,880

都市整備局 企画設計課 平成31年03月22日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 経済戦略用等　大阪国際交流センター外5件天井改修工事設計（建築・設備）業務委託費の支出について（完了金）
15,652,440

都市整備局 企画設計課 平成31年03月22日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 スポーツ振興用　浪速屋内プール天井改修工事設計（建築・設備）業務委託費の支出について（完了金）
6,226,200

都市整備局 企画設計課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 公園用　天王寺公園てんしばゲート便所新築その他工事設計業務委託費の支出について（完了金）
1,106,800

都市整備局 企画設計課 平成31年03月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 備品購入費　庁用器具費 建築計画調査事務用等　コンパクトデジタルカメラほか１点買入経費の支出について
106,207

都市整備局 企画設計課 平成31年03月22日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 委託料　委託料 消防施設用　東淀川消防署小松出張所新築工事監理業務委託費の支出について（完了金）
1,206,000

都市整備局 企画設計課 平成31年03月22日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 委託料　委託料 消防施設用　東淀川消防署小松出張所新築工事監理業務委託費の支出について（完了金）
3,587,840

都市整備局 企画設計課 平成31年03月22日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 工事請負費　新規工事費 消防施設用　東淀川消防署小松出張所新築工事費の支出について（完成金）
75,552,600

都市整備局 企画設計課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 建築計画調査事務用等　コンパクトデジタルカメラほか１点買入経費の支出について
2,117

都市整備局 企画設計課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　晴明丘小学校増築その他設備工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
198,720

都市整備局 企画設計課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　茨田北小学校増築その他設備工事第2次設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
388,800

都市整備局 企画設計課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　玉出中学校増築その他機械設備工事費の支出について（前払金）
10,870,000

都市整備局 企画設計課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　東陽中学校増築その他ガス設備工事費の支出について（前払金）
700,000

都市整備局 企画設計課 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　みどり小学校増築その他工事設計変更積算設計業務委託費の支出について（完了金）
245,160

都市整備局 企画設計課 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　みどり小学校増築その他工事設計変更積算設計業務委託費の支出について（完了金）
208,440

都市整備局 企画設計課 平成31年03月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 工事請負費　新規工事費 児童福祉施設用　阿武山学園本館建設工事費の支出について（前払金）
120,080,000

都市整備局 企画設計課 平成31年03月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　横堤小学校増築その他工事第2次設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
209,520

都市整備局 企画設計課 平成31年03月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　上福島小学校増築その他設備工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
168,480

都市整備局 企画設計課 平成31年03月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　横堤小学校増築その他工事第2次設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
179,280

都市整備局 企画設計課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 健康用　もと住吉市民病院解体撤去工事設計業務委託費の支出について（前払金）
5,310,000

都市整備局 企画設計課 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　滝川小学校増築その他工事費の支出について（前払金）
189,860,000

都市整備局 企画設計課 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　住吉第一中学校増築その他工事費の支出について（前払金）
151,780,000
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都市整備局 企画設計課 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　玉出中学校増築その他工事費の支出について（前払金）
84,210,000

都市整備局 企画設計課 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　大桐中学校プール設置その他衛生設備工事費の支出について（中間前払金）
4,590,000

都市整備局 企画設計課 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　加美中学校増築その他工事費の支出について（前払金）
190,830,000

都市整備局 企画設計課 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 児童福祉施設用　長谷川羽曳野学園改修その他設備工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
178,200

都市整備局 企画設計課 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 園用　伝法幼稚園新築その他工事基本設計（建築・設備）業務委託費の支出について（完了金）
12,177,000

都市整備局 企画設計課 平成31年03月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 工事請負費　改修工事費 公園用　鶴見緑地（中央第１駐車場）便所解体撤去工事費の支出について（完成金）
6,267,240

都市整備局 企画設計課 平成31年03月28日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 委託料　委託料 動物園用　天王寺動物園養生温室外４棟解体撤去工事設計業務委託費の支出について（完了金）
1,557,360

都市整備局 企画設計課 平成31年03月28日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 委託料　委託料 消防施設用　東淀川消防署小松出張所新築設備工事監理業務委託費の支出について（完了金）
3,507,840

都市整備局 企画設計課 平成31年03月28日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 工事請負費　新規工事費 消防施設用　東淀川消防署小松出張所新築ガス設備工事費の支出について（完成金）
1,219,320

都市整備局 企画設計課 平成31年03月28日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 工事請負費　新規工事費 消防施設用　東淀川消防署小松出張所新築電気設備工事費の支出について（完成金）
40,659,960

都市整備局 企画設計課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　下新庄小学校増築その他工事監理業務委託費の支出について（完了金）
5,715,800

都市整備局 企画設計課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　西天満小学校増築その他工事監理業務委託費の支出について（完了金）
9,342,000

都市整備局 企画設計課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　みどり小学校増築その他工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
294,840

都市整備局 企画設計課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎建設用　水都国際中学校・高等学校西学舎改修その他工事設計変更設計（建築・設備）業務委託費の支出について（完了金）
1,026,000

都市整備局 企画設計課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　岸里小学校増築その他工事監理業務委託費の支出について（完了金）
2,701,400

都市整備局 企画設計課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　みどり小学校増築その他工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
396,360

都市整備局 企画設計課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　下新庄小学校増築その他工事費の支出について（完成金）
103,199,920

都市整備局 企画設計課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　岸里小学校増築その他工事費の支出について（完成金）
97,473,840

都市整備局 企画設計課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　西天満小学校増築その他工事費の支出について（完成金）
263,044,023

都市整備局 企画設計課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　平野中学校給食室棟増築その他工事費の支出について（完成金）
127,476,600

都市整備局 企画設計課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 健康用　もと住吉市民病院解体撤去設備工事設計業務委託費の支出について（前払金）
1,850,000

都市整備局 企画設計課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 教育施設整備用等　市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成３１年２月分）の支出について
22,159

都市整備局 企画設計課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 教育施設整備用等　市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成３１年２月分）の支出について
44,256

都市整備局 企画設計課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 教育施設整備用等　市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成３１年２月分）の支出について
114,056

都市整備局 企画設計課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 教育施設整備用等　市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成３１年２月分）の支出について
122,820

都市整備局 企画設計課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 教育施設整備用等　市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成３１年２月分）の支出について
5,711

都市整備局 企画設計課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　新巽中学校プール設置その他工事設計業務委託-2費の支出について（完了金）
644,520

都市整備局 企画設計課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　新巽中学校プール設置その他工事設計業務委託-2費の支出について（完了金）
127,080

都市整備局
ファシリティマネジメント
課

平成31年03月11日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 ファシリティマネジメントフォーラム２０１９（第１３回日本ファシリティマネジメント大会）の参加並びに旅費の支出について
75,680

都市整備局
ファシリティマネジメント
課

平成31年03月11日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　消耗品費 「平成30年版 建築保全業務共通仕様書・同積算基準講習会」にかかる受講料及びテキスト代の支出について
13,700

都市整備局
ファシリティマネジメント
課

平成31年03月11日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　会費 「平成30年版 建築保全業務共通仕様書・同積算基準講習会」にかかる受講料及びテキスト代の支出について
7,000

都市整備局
ファシリティマネジメント
課

平成31年03月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　普通旅費 ESCO事業市内出張交通費(平成31年2月分)の支出について
828

都市整備局 施設整備課 平成31年03月01日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 工事請負費　改修工事費 信太山青少年野外活動センタープール改修工事費の支出について（工事前払金）
5,000,000

都市整備局 施設整備課 平成31年03月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 旭区役所非常用発電設備浸水対策工事費の支出について（完成金）
18,295,200

都市整備局 施設整備課 平成31年03月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 佃小学校長寿命化改修機械設備工事費の支出について（工事前払金）
7,420,000

都市整備局 施設整備課 平成31年03月05日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

委託料　委託料 本庁舎情報ネットワーク改修工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
636,876

都市整備局 施設整備課 平成31年03月05日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 委託料　委託料 天王寺区民センター空調設備改修工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
1,200,528

都市整備局 施設整備課 平成31年03月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 都島区老人福祉センター空調設備改修工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
115,236

都市整備局 施設整備課 平成31年03月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 玉川小学校便所改修電気設備工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
328,860

都市整備局 施設整備課 平成31年03月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 香簑小学校便所改修工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
1,200,528

都市整備局 施設整備課 平成31年03月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 淀商業高等学校外柵改修工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
877,824

都市整備局 施設整備課 平成31年03月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 佃中学校防球ネット改修工事－２（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
986,796

都市整備局 施設整備課 平成31年03月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 香簑小学校便所改修電気設備工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
274,428

都市整備局 施設整備課 平成31年03月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 長吉中学校外壁改修その他工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
986,796

都市整備局 施設整備課 平成31年03月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 九条北小学校便所改修衛生設備工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
986,796

都市整備局 施設整備課 平成31年03月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 九条北小学校便所改修工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
1,363,932

都市整備局 施設整備課 平成31年03月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 香簑小学校便所改修衛生設備工事－２（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
877,824
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都市整備局 施設整備課 平成31年03月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 浪速小学校・日本橋中学校便所改修工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
1,418,364

都市整備局 施設整備課 平成31年03月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 玉川小学校便所改修工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
1,200,528

都市整備局 施設整備課 平成31年03月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 九条北小学校便所改修電気設備工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
383,400

都市整備局 施設整備課 平成31年03月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 玉川小学校便所改修衛生設備工事－２（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
877,824

都市整備局 施設整備課 平成31年03月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 泉尾東小学校長寿命化改修ガス設備工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
142,452

都市整備局 施設整備課 平成31年03月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 浪速小学校・日本橋中学校便所改修衛生設備工事－２（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
986,796

都市整備局 施設整備課 平成31年03月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 浪速小学校・日本橋中学校便所改修電気設備工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
383,400

都市整備局 施設整備課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 平成30年度住吉区役所外６２施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第３回中間金）
161,568

都市整備局 施設整備課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 工事請負費　改修工事費 都島区民センター空調設備改修ガス設備工事費の支出について（完成金）
28,080

都市整備局 施設整備課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度住吉区役所外６２施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第３回中間金）
458,190

都市整備局 施設整備課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度港区役所外３３施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第３回中間金）
294,732

都市整備局 施設整備課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度港区役所外３３施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第３回中間金）
364,500

都市整備局 施設整備課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度住吉区役所外６２施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第３回中間金）
144,909

都市整備局 施設整備課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度港区役所外３３施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第３回中間金）
389,637

都市整備局 施設整備課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度港区役所外３３施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第３回中間金）
523,071

都市整備局 施設整備課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度住吉区役所外６２施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第３回中間金）
1,379,970

都市整備局 施設整備課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成30年度住吉区役所外６２施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第３回中間金）
715,095

都市整備局 施設整備課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 浪速区役所非常用発電設備浸水対策工事費の支出について（完成金）
11,466,240

都市整備局 施設整備課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 北区役所非常用発電設備浸水対策工事費の支出について（完成金）
10,707,120

都市整備局 施設整備課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 天王寺区役所非常用発電設備浸水対策工事費の支出について（完成金）
16,869,600

都市整備局 施設整備課 平成31年03月07日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 平成30年度港区役所外３３施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第３回中間金）
63,963

都市整備局 施設整備課 平成31年03月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 工事請負費　改修工事費 西成区子ども・子育てプラザ受変電設備改修工事費の支払いについて（完成金）
1,385,800

都市整備局 施設整備課 平成31年03月07日 一般会計 環境費 環境費 環境費 委託料　委託料 平成30年度港区役所外３３施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第３回中間金）
34,128

都市整備局 施設整備課 平成31年03月07日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 工事請負費　改修工事費 靭テニスセンター空調設備改修工事費の支出について（完成金）
3,743,800

都市整備局 施設整備課 平成31年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 平成30年度住吉区役所外６２施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第３回中間金）
146,367

都市整備局 施設整備課 平成31年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　改修工事費 平野工営所構内交換設備改修工事費の支払いについて（完成金）
4,869,720

都市整備局 施設整備課 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成30年度港区役所外３３施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第３回中間金）
3,225,420

都市整備局 施設整備課 平成31年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成30年度住吉区役所外６２施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第３回中間金）
6,269,994

都市整備局 施設整備課 平成31年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成30年度住吉区役所外６２施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第３回中間金）
2,523,258

都市整備局 施設整備課 平成31年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成30年度港区役所外３３施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第３回中間金）
1,386,909

都市整備局 施設整備課 平成31年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 平成30年度住吉区役所外６２施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第３回中間金）
368,064

都市整備局 施設整備課 平成31年03月07日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 平成30年度住吉区役所外６２施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第３回中間金）
63,261

都市整備局 施設整備課 平成31年03月07日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 平成30年度港区役所外３３施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第３回中間金）
46,440

都市整備局 施設整備課 平成31年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 橘小学校外２校受変電設備改修工事費の支払いについて（完成金）
4,363,200

都市整備局 施設整備課 平成31年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 平野小学校冷房その他機械設備工事費の支出について（完成金）
22,386,240

都市整備局 施設整備課 平成31年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 平野小学校冷房その他機械設備工事費の支出について（完成金）
537,120

都市整備局 施設整備課 平成31年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 南百済小学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
34,754,040

都市整備局 施設整備課 平成31年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 矢田東小学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
66,825,880

都市整備局 施設整備課 平成31年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 新平野西小学校外１校冷房機械設備工事費の支出について（完成金）
33,579,360

都市整備局 施設整備課 平成31年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 北粉浜小学校冷房機械設備工事費の支出について（完成金）
5,171,040

都市整備局 施設整備課 平成31年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 長居小学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
8,595,400

都市整備局 施設整備課 平成31年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 長居小学校階段室出入口改修その他電気設備工事費の支払いについて（完成金）
811,944

都市整備局 施設整備課 平成31年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 長居小学校階段室出入口改修その他電気設備工事費の支払いについて（完成金）
1,577,016

都市整備局 施設整備課 平成31年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 川北小学校便所改修その他電気設備工事費の支出について（完成金）
3,231,252

都市整備局 施設整備課 平成31年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 田辺中学校プール改修工事費の支出について（完成金）
5,058,240

都市整備局 施設整備課 平成31年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 川北小学校便所改修その他電気設備工事費の支出について（完成金）
1,985,148

都市整備局 施設整備課 平成31年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 長吉南小学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
57,210,240
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都市整備局 施設整備課 平成31年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 長居小学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
50,759,160

都市整備局 施設整備課 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 鶴見橋中学校給食室改修その他工事費の支出について（工事中間前払金）
8,680,000

都市整備局 施設整備課 平成31年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 鶴見橋中学校給食室改修その他工事費の支出について（工事中間前払金）
1,100,000

都市整備局 施設整備課 平成31年03月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 依羅小学校コンクリートブロック塀解体撤去工事費の支出について（工事前払金）
2,980,000

都市整備局 施設整備課 平成31年03月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 矢田中学校コンクリートブロック塀解体撤去工事費の支出について（工事前払金）
2,310,000

都市整備局 施設整備課 平成31年03月12日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 工事請負費　改修工事費 天王寺動物園ヒョウ舎その他各所改修電気設備工事費の支出について（完成金）
830,520

都市整備局 施設整備課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 東住吉区役所矢田出張所玄関改修工事費の支出について（完成金）
5,627,120

都市整備局 施設整備課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

工事請負費　改修工事費 契約管財局情報ネットワーク改修工事費の支出について（完成金）
788,400

都市整備局 施設整備課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

工事請負費　改修工事費 職員人材開発センター情報ネットワーク改修工事費の支払いについて（完成金）
2,586,600

都市整備局 施設整備課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 総務管理費 各所施設整備費 工事請負費　改修工事費 公文書館自動火災報知設備改修工事費の支出について（完成金）
6,318,000

都市整備局 施設整備課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 工事請負費　改修工事費 浪速区民センター便所改修衛生設備工事費の支出について（完成金）
1,725,840

都市整備局 施設整備課 平成31年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 鶴見区役所非常用発電設備浸水対策工事費の支出について（完成金）
9,755,360

都市整備局 施設整備課 平成31年03月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 工事請負費　改修工事費 山王保育所屋上防水改修工事費の支出について（完成金）
2,100,560

都市整備局 施設整備課 平成31年03月14日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 平成30年度滝川小学校外19施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
45,036

都市整備局 施設整備課 平成31年03月14日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 平成30年度難波元町小学校外9施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
76,356

都市整備局 施設整備課 平成31年03月14日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 工事請負費　改修工事費 放出駅自由通路照明改修その他電気設備工事費の支出について（完成金）
2,052,000

都市整備局 施設整備課 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成30年度難波元町小学校外9施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
1,224,936

都市整備局 施設整備課 平成31年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成30年度滝川小学校外19施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
1,128,384

都市整備局 施設整備課 平成31年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成30年度滝川小学校外19施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
599,400

都市整備局 施設整備課 平成31年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成30年度難波元町小学校外9施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
1,390,068

都市整備局 施設整備課 平成31年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 平成30年度滝川小学校外19施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
162,108

都市整備局 施設整備課 平成31年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 平成30年度榎並小学校外40施設特定建築物等定期点検業務委託（建築設備・防火設備）費の支出について（完成金）
2,009,880

都市整備局 施設整備課 平成31年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 平成30年度桑津小学校外52施設特定建築物等定期点検業務委託（建築物）費の支出について（完成金）
2,538,000

都市整備局 施設整備課 平成31年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 平成30年度喜連小学校外32施設特定建築物等定期点検業務委託（建築設備・防火設備）費の支出について（完成金）
630,612

都市整備局 施設整備課 平成31年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 平成30年度榎並小学校外40施設特定建築物等定期点検業務委託（建築設備・防火設備）費の支出について（完成金）
9,211,320

都市整備局 施設整備課 平成31年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 平成30年度真田山小学校外11施設特定建築物等定期点検業務委託（建築物）費の支出について（完成金）
734,400

都市整備局 施設整備課 平成31年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 平成30年度喜連小学校外32施設特定建築物等定期点検業務委託（建築設備・防火設備）費の支出について（完成金）
3,559,788

都市整備局 施設整備課 平成31年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 川北小学校便所改修その他工事費の支出について（完成金）
21,666,724

都市整備局 施設整備課 平成31年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 工芸高等学校・第二工芸高等学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
31,720,360

都市整備局 施設整備課 平成31年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 旭陽中学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
27,318,280

都市整備局 施設整備課 平成31年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 北粉浜小学校プールサイド改修工事費の支払について（完成金）
2,783,160

都市整備局 施設整備課 平成31年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 扇町総合高等学校冷房機械設備工事費の支出について（完成金）
33,986,440

都市整備局 施設整備課 平成31年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 川北小学校便所改修その他工事費の支出について（完成金）
5,250,036

都市整備局 施設整備課 平成31年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 加賀屋中学校冷房機械設備工事費の支出について（完成金）
11,400,440

都市整備局 施設整備課 平成31年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 扇町総合高等学校構内交換設備改修工事費の支出について（完成金）
3,275,640

都市整備局 施設整備課 平成31年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 扇町総合高等学校冷房ガス設備工事費の支出について（完成金）
920,160

都市整備局 施設整備課 平成31年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 扇町総合高等学校外壁改修工事費の支出について（完成金）
23,337,720

都市整備局 施設整備課 平成31年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 住吉商業高等学校外壁改修その他工事費の支払について（完成金）
51,822,360

都市整備局 施設整備課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 工事請負費　改修工事費 男女共同参画センター中央館各所改修工事費の支出について（完成金）
2,071,440

都市整備局 施設整備課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 阿倍野区役所別館外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
4,937,760

都市整備局 施設整備課 平成31年03月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 平野小学校冷房その他機械設備工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
405,972

都市整備局 施設整備課 平成31年03月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 南田辺小学校外２０校冷房ガス設備工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
2,306,124

都市整備局 施設整備課 平成31年03月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 平野小学校冷房その他機械設備工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
1,052,244

都市整備局 施設整備課 平成31年03月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 成南中学校冷房機械設備工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
1,424,628

都市整備局 施設整備課 平成31年03月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 新平野西小学校外１校冷房機械設備工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
2,187,324

都市整備局 施設整備課 平成31年03月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 聖賢小学校便所改修工事費の支出について(工事前払金)
2,000,000

都市整備局 施設整備課 平成31年03月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 住宅総務事務用平成３０年度施設整備課事務室機械警備業務委託の支出について（平成３１年２月分）
5,184
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都市整備局 施設整備課 平成31年03月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 建築計画調査事務用Ａ２版対応インクジェットプリンター　長期借入（施設整備課）費用の支出について（平成３１年２月分）
8,100

都市整備局 施設整備課 平成31年03月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 佃小学校長寿命化改修工事費の支出について（工事前払金）
33,960,000

都市整備局 施設整備課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

工事請負費　改修工事費 経済戦略局他１施設情報ネットワーク改修工事費の支出について（完成金）
961,200

都市整備局 施設整備課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 工事請負費　改修工事費 天王寺区民センター他１施設昇降機設備改修工事費の支出について（完成金）
16,714,080

都市整備局 施設整備課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 工事請負費　改修工事費 こども文化センター他１施設給水ポンプ改修工事費の支出について（完成金）
972,432

都市整備局 施設整備課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 工事請負費　改修工事費 浪速区民センター便所改修工事費の支出について（完成金）
2,777,760

都市整備局 施設整備課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区庁舎整備費 委託料　委託料 東淀川区役所非常用発電設備浸水対策工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
986,796

都市整備局 施設整備課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 浪速区役所非常用発電設備浸水対策に伴う屋上庭園改修工事費の支出について（完成金）
5,349,480

都市整備局 施設整備課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 工事請負費　改修工事費 天王寺区民センター他１施設昇降機設備改修工事費の支出について（完成金）
6,181,920

都市整備局 施設整備課 平成31年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 工事請負費　改修工事費 社会福祉センター出入口改修工事費の支出について（完成金）
1,672,920

都市整備局 施設整備課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 工事請負費　改修工事費 西淡路第２保育所各所改修工事費の支出について（完成金）
3,310,240

都市整備局 施設整備課 平成31年03月22日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 工事請負費　改修工事費 こども文化センター他１施設給水ポンプ改修工事費の支出について（完成金）
1,454,328

都市整備局 施設整備課 平成31年03月22日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 工事請負費　改修工事費 国際学友会館屋上防水改修工事費の支出について（完成金）
1,194,480

都市整備局 施設整備課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 平成30年度東粉浜小学校外41施設特定建築物等定期点検業務委託（建築設備・防火設備）費の支出について（完成金）
903,960

都市整備局 施設整備課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 平成30年度東粉浜小学校外41施設特定建築物等定期点検業務委託（建築設備・防火設備）費の支出について（完成金）
4,053,240

都市整備局 施設整備課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 平成30年度高松小学校外32施設特定建築物等定期点検業務委託（建築設備・防火設備）費の支出について（完成金）
7,374,132

都市整備局 施設整備課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 平成30年度高松小学校外54施設特定建築物等定期点検業務委託（建築物）費の支出について（完成金）
2,646,000

都市整備局 施設整備課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 東中学校受変電設備改修工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
274,428

都市整備局 施設整備課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 中央高等学校非常放送設備改修工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
274,428

都市整備局 施設整備課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 平成30年度高松小学校外32施設特定建築物等定期点検業務委託（建築設備・防火設備）費の支出について（完成金）
1,535,868

都市整備局 施設整備課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 大阪市立高等学校受変電設備改修工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
636,876

都市整備局 施設整備課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 天王寺小学校運動場整備工事費の支出について（完成金）
6,347,160

都市整備局 施設整備課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 滝川小学校自動火災報知設備改修工事費の支出について（完成金）
3,753,000

都市整備局 施設整備課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 大桐中学校自動火災報知設備改修工事費の支出について（完成金）
3,436,560

都市整備局 施設整備課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 大国小学校構内交換設備改修工事費の支出について（完成金）
2,446,200

都市整備局 施設整備課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 築港中学校冷房機械設備工事費の支出について（完成金）
14,853,240

都市整備局 施設整備課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 三稜中学校外４校冷房ガス設備工事費の支払いについて（完成金）
2,184,840

都市整備局 施設整備課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 井高野中学校自動火災報知設備改修工事費の支出について（完成金）
1,626,048

都市整備局 施設整備課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 美津島中学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
38,857,320

都市整備局 施設整備課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 泉尾工業高等学校構内交換設備改修工事費の支出について（完成金）
2,389,800

都市整備局 施設整備課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 南高等学校冷房機械設備工事費の支出について（完成金）
22,276,040

都市整備局 施設整備課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 開平小学校プール塗装工事費の支出について（完成金）
4,077,000

都市整備局 施設整備課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 西天満小学校外２校受変電設備改修工事費の支出について（完成金）
4,150,440

都市整備局 施設整備課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 生野工業高等学校冷房機械設備工事費の支出について（完成金）
26,974,240

都市整備局 施設整備課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 南恩加島小学校プール塗装工事費の支払について（完成金）
3,798,360

都市整備局 施設整備課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 井高野中学校自動火災報知設備改修工事費の支出について（完成金）
3,537,432

都市整備局 施設整備課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 高津中学校自動火災報知設備改修工事費の支出について（完成金）
2,945,160

都市整備局 施設整備課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 北中島小学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
39,280,800

都市整備局 施設整備課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 柏里小学校プール塗装工事費の支出について（完成金）
3,990,600

都市整備局 施設整備課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 十三中学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
34,542,560

都市整備局 施設整備課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 八幡屋小学校冷房機械設備工事費の支出について（完成金）
7,793,680

都市整備局 施設整備課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 工芸高等学校・第二工芸高等学校受変電設備改修工事費の支払いについて（完成金）
3,884,760

都市整備局 施設整備課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 南高等学校冷房ガス設備工事費の支出について（完成金）
461,160

都市整備局 施設整備課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 難波中学校外柵改修工事費の支出について（工事前払金）
5,090,000

都市整備局 施設整備課 平成31年03月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 工事請負費　改修工事費 もと大阪市大淀寮鋼板塀設置その他工事費の支出について（完成金）
2,404,600

都市整備局 施設整備課 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 営繕事務用共用室コピー代金の支出について（平成３１年２月分）
3,861

都市整備局 施設整備課 平成31年03月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 営繕事務用執務室コピー代金の支出について（平成３１年２月分）
37,539
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都市整備局 施設整備課 平成31年03月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 北粉浜小学校冷房機械設備工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
486,000

都市整備局 施設整備課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 委託料　委託料 淀川区民センターホール床改修工事【設計変更】委託費の支出について
25,272

都市整備局 施設整備課 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 西加島保育所各所改修工事（北エリア）【設計変更】委託費の支出について
25,272

都市整備局 施設整備課 平成31年03月27日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 委託料　委託料 こども文化センター吸収式冷温水機改修工事（西エリア）【設計】委託費の支出について
1,100,520

都市整備局 施設整備課 平成31年03月27日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 科学館天井改修工事【設計変更】委託費の支出について
243,108

都市整備局 施設整備課 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 井高野中学校外壁改修その他工事【設計変更】委託費の支出について
25,272

都市整備局 施設整備課 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 豊里小学校外壁改修その他工事【設計変更】委託費の支出について
60,264

都市整備局 施設整備課 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 美津島中学校外壁改修その他工事【設計変更】委託費の支出について
25,272

都市整備局 施設整備課 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 北中島小学校外壁改修その他工事【設計変更】委託費の支出について
25,272

都市整備局 施設整備課 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 十三中学校外壁改修その他工事【設計変更】委託費の支出について
25,272

都市整備局 施設整備課 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 井高野中学校外壁改修その他工事【設計変更】委託費の支出について
7,344

都市整備局 施設整備課 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 太子橋小学校長寿命化改修その他電気設備工事費の支出について（工事前払金）
5,720,000

都市整備局 施設整備課 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 太子橋小学校長寿命化改修その他電気設備工事費の支出について（工事前払金）
130,000

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

工事請負費　改修工事費 中央卸売市場本場業務管理棟情報ネットワーク改修工事費の支払いについて（完成金）
1,632,960

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 工事請負費　改修工事費 中央区民センター屋上防水改修工事費の支出について（完成金）
5,328,720

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 東住吉区役所構内交換設備改修工事費の支払いについて（完成金）
26,083,080

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 工事請負費　改修工事費 京橋市税事務所構内交換設備改修工事費の支出について（完成金）
16,408,440

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 工事請負費　改修工事費 都島区老人福祉センター屋上防水改修工事費の支出について（完成金）
2,075,760

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 健康費 健康費 工事請負費　改修工事費 交流会館・都島休日急病診療所受変電設備改修工事費の支出について（完成金）
2,158,920

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 工事請負費　改修工事費 鶴見区子ども・子育てプラザ受変電設備改修工事費の支出について（完成金）
4,423,680

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 工事請負費　改修工事費 弘済みらい園・弘済のぞみ園受変電設備改修その他工事費の支出について（完成金）
21,921,840

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 工事請負費　改修工事費 天下茶屋保育所内部改修ガス設備工事費の支払いについて（完成金）
21,600

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 平成30年度市岡小学校外16施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
23,976

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 平成30年度北鶴橋小学校外29施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
14,796

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 平成30年度東粉浜小学校外23施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
29,376

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 平成30年度真田山小学校外16施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
250,452

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 平成30年度榎本小学校外19施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
14,796

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 環境費 環境費 環境費 工事請負費　改修工事費 共同利用施設宮原センター照明改修工事費の支出について（完成金）
2,939,040

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 工事請負費　改修工事費 東部環境事業センター受変電設備改修工事費の支出について（完成金）
3,879,360

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 工事請負費　改修工事費 大阪国際交流センター冷却塔配管改修工事費の支出について（完成金）
1,490,400

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 工事請負費　改修工事費 天王寺動物園ヒョウ舎その他各所改修工事費の支出について（完成金）
6,420,240

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成30年度北鶴橋小学校外29施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
1,886,328

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成30年度市岡小学校外16施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
1,109,916

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成30年度榎本小学校外19施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
1,435,536

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成30年度真田山小学校外16施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
2,278,260

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成30年度東粉浜小学校外23施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
2,797,308

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成30年度東粉浜小学校外23施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
1,208,304

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成30年度北鶴橋小学校外29施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
1,155,060

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成30年度市岡小学校外16施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
537,192

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成30年度真田山小学校外16施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
906,984

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成30年度榎本小学校外19施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
665,388

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 平成30年度榎本小学校外19施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
436,860

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 平成30年度北鶴橋小学校外29施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
324,216

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 平成30年度真田山小学校外16施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
968,544

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 佃小学校長寿命化改修電気設備工事費の支出について（工事前払金）
6,140,000

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 生野工業高等学校冷房ガス設備工事費の支出について（完成金）
1,092,960

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 片江小学校長寿命化改修その他ガス設備工事費の支出について（完成金）
255,960
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都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 鶴見商業高等学校冷房ガス設備工事費の支出について（完成金）
468,720

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 桜宮高等学校冷房その他電気設備工事費の支払いについて（完成金）
1,092,312

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 東我孫子中学校構内交換設備改修工事費の支払いについて（完成金）
2,251,800

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 我孫子中学校構内交換設備改修工事費の支払いについて（完成金）
1,942,920

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 三稜中学校外１校冷房機械設備工事費の支出について（完成金）
22,382,120

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 泉尾工業高等学校外壁改修工事費の支払について（完成金）
17,868,840

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 東高等学校冷房ガス設備工事費の支出について（完成金）
2,338,200

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 井高野中学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
12,469,024

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 北鶴橋小学校プール塗装工事費の支出について（完成金）
6,341,760

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 桜宮高等学校冷房ガス設備工事費の支出について（完成金）
85,320

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 片江小学校長寿命化改修その他ガス設備工事費の支出について（完成金）
57,240

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 井高野中学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
11,106,656

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 中央高等学校冷房機械設備工事費の支出について（完成金）
62,378,120

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 東高等学校冷房電気設備工事費の支出について（完成金）
1,015,800

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 佃中学校自動火災報知設備改修工事費の支出について（完成金）
2,628,720

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 生野工業高等学校冷房電気設備工事費の支出について（完成金）
3,024,000

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 市岡小学校外壁改修その他工事費の支払について（完成金）
44,606,360

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 片江小学校長寿命化改修その他機械設備工事費の支出について（完成金）
8,633,520

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 大正北中学校屋上防水改修工事費の支払について（完成金）
5,842,960

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 片江小学校長寿命化改修その他機械設備工事費の支出について（完成金）
19,948,680

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 福小学校外１校冷房機械設備工事費の支出について（完成金）
16,396,520

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 大宮中学校構内交換設備改修工事費の支出について（完成金）
1,382,400

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 大阪市立高等学校冷房機械設備工事費の支出について（完成金）
36,462,240

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 長橋小学校構内交換設備改修工事費の支払いについて（完成金）
1,260,600

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 弘済小学校・弘済中学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
9,273,440

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 片江小学校長寿命化改修その他電気設備工事費の支出について（完成金）
307,800

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 鷺洲小学校冷房機械設備工事費の支出について（完成金）
8,051,480

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 桜宮高等学校冷房その他電気設備工事費の支払いについて（完成金）
8,423,568

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 桜宮高等学校冷房機械設備工事費の支出について（完成金）
62,029,320

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 片江小学校長寿命化改修その他電気設備工事費の支出について（完成金）
10,340,244

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 東高等学校構内交換設備改修工事費の支出について（完成金）
4,115,880

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 敷津浦小学校冷房機械設備工事費の支出について（完成金）
10,740,040

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 港中学校屋根防水改修工事費の支払について（完成金）
12,983,760

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 東高等学校冷房機械設備工事費の支出について（完成金）
29,743,280

都市整備局 施設整備課 平成31年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 片江小学校長寿命化改修その他電気設備工事費の支出について（完成金）
155,196

都市整備局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 委託料　委託料 都島区民センター空調設備改修工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
486,000

都市整備局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 委託料　委託料 都島区民センター空調設備改修ガス設備工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
60,696

都市整備局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 工事請負費　改修工事費 男女共同参画センター中央館構内交換設備改修工事費の支出について（完成金）
3,895,560

都市整備局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 もと城東区民ホール屋上防水改修工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
383,400

都市整備局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区庁舎整備費 委託料　委託料 東住吉区役所非常用発電設備浸水対策工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
986,796

都市整備局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区庁舎整備費 委託料　委託料 平野区役所非常用発電設備浸水対策工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
1,129,248

都市整備局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区庁舎整備費 委託料　委託料 天王寺区役所非常用発電設備浸水対策工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
986,796

都市整備局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区庁舎整備費 委託料　委託料 浪速区役所非常用発電設備浸水対策工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
986,796

都市整備局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 生野区老人福祉センター空調設備改修工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
274,428

都市整備局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 社会福祉研修・情報センター受変電設備改修工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
115,236

都市整備局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 山王保育所屋上防水改修工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
383,400

都市整備局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 工事請負費　改修工事費 西加島保育所各所改修工事費の支出について（完成金）
2,371,680
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都市整備局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 南部こども相談センター非常階段照明改修工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
274,428

都市整備局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 平野工営所構内交換設備改修工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
486,000

都市整備局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 委託料　委託料 湊町リバープレイス自動火災報知設備改修工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
3,073,572

都市整備局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 営繕事務用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成３１年２月分）の支出について
8,341

都市整備局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公共建築部施設整備課事務室電気使用料の支出について（平成３１年２月分）
73,798

都市整備局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 施設整備課事務室電話使用料の支出について（平成３１年２月分）
63,501

都市整備局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 営繕事務用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成３１年２月分）の支出について
74,011

都市整備局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 長居小学校階段室出入口改修その他電気設備工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
222,804

都市整備局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 南百済小学校外壁改修その他工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
1,879,308

都市整備局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 工芸高等学校・第二工芸高等学校外壁改修その他工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
1,686,636

都市整備局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 矢田東小学校外壁改修その他工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
1,801,764

都市整備局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 川北小学校便所改修その他工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
307,908

都市整備局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 川北小学校便所改修その他工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
1,110,456

都市整備局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 川北小学校便所改修その他電気設備工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
181,548

都市整備局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 長居小学校階段室出入口改修その他電気設備工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
106,056

都市整備局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 扇町総合高等学校外壁改修工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
1,200,528

都市整備局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 田辺中学校プール改修工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
636,876

都市整備局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 旭陽中学校外壁改修その他工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
1,686,636

都市整備局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 川北小学校便所改修その他電気設備工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
304,452

都市整備局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 川北小学校便所改修衛生設備工事－２（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
986,796

都市整備局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 明治小学校冷房機械設備工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
877,824

都市整備局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 花乃井中学校冷房機械設備工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
986,796

都市整備局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 長居小学校外壁改修その他工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
2,013,336

都市整備局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 長吉南小学校外壁改修その他工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
2,639,952

都市整備局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 長居小学校外壁改修その他工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
494,532

都市整備局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 中央小学校手摺設置工事費の支出について（完成金）
943,920

都市整備局 総務課 平成31年03月06日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　印刷製本費 平成25・26・27年度大阪市決算書ほか１点の製本にかかる支出について
47,174

都市整備局 総務課 平成31年03月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅総務事業用等　市内出張にかかる旅費の支出について（１月分）
8,791

都市整備局 総務課 平成31年03月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅総務事業用等　市内出張にかかる旅費の支出について（１月分）
7,646

都市整備局 総務課 平成31年03月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅総務事業用等　市内出張にかかる旅費の支出について（１月分）
2,802

都市整備局 総務課 平成31年03月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅総務事業用等　市内出張にかかる旅費の支出について（１月分）
12,071

都市整備局 総務課 平成31年03月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 備品購入費　庁用器具費 事務用椅子（肘付）1点買入について
53,784

都市整備局 総務課 平成31年03月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 住宅総務事業用等　市内出張にかかる旅費の支出について（１月分）
2,393

都市整備局 総務課 平成31年03月15日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 住宅総務事務用　都市整備局事務室内における電話機の増設（その４）
11,610

都市整備局 総務課 平成31年03月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 住宅総務事務用平成３０年度大阪駅前第１ビル倉庫管理費及び修繕積立金の支出について（３月分）
298,750

都市整備局 総務課 平成31年03月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 住宅総務事務用平成３０年度大阪駅前第１ビル倉庫管理費及び修繕積立金の支出について（３月分）
151,076

都市整備局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
14,108

都市整備局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 住宅総務事務用等小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
1,804

都市整備局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用トナーカートリッジ買入の支出について
48,038

都市整備局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
16,306

都市整備局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
17,884

都市整備局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　食糧費 住宅総務事務用等小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
387

都市整備局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　食糧費 住宅総務事務用等小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
258

都市整備局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 住宅総務事務用等小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
222

都市整備局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
2,052

都市整備局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
4,058

都市整備局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
2,235
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都市整備局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　通信運搬費 住宅総務事務用等小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
902

都市整備局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　通信運搬費 住宅総務事務用等小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
2,214

都市整備局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　通信運搬費 住宅総務事務用等小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
410

都市整備局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
15,040

都市整備局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 住宅総務事業用等郵便料金２月分の支払いについて
26,940

都市整備局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 コンパクトデジタル複合機長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（2月分）
18,468

都市整備局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度導入庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（2月分）
9,171

都市整備局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費に支出について（2月分）
160,177

都市整備局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２９年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入に係る経費の支出について（2月分）
2,759

都市整備局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 役務費　通信運搬費 住宅総務事業用等郵便料金２月分の支払いについて
82

都市整備局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用コピー代金の支出について（２月分）
66,134

都市整備局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 住宅総務事業用等郵便料金２月分の支払いについて
890

都市整備局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 住宅総務事業用等郵便料金２月分の支払いについて
431,717

都市整備局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 住宅総務事業用等郵便料金２月分の支払いについて
4,318

都市整備局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 住宅総務事業用等郵便料金２月分の支払いについて
492

都市整備局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 都市整備局事業所間文書逓送業務委託　長期継続委託料の支払いについて
102,394

都市整備局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費に支出について（2月分）
130,953

都市整備局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（2月分）
365,066

都市整備局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２９年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入に係る経費の支出について（2月分）
33,109

都市整備局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 コンパクトデジタル複合機長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（2月分）
30,780

都市整備局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度導入庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（2月分）
9,176

都市整備局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２９年度　ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器 一式　長期借入にかかる経費の支出について（2月分）
10,865

都市整備局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　負担金 大阪市住宅供給公社団体共済部　大阪市負担金の支出について（平成31年2月分）
1,864,200

都市整備局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　通信運搬費 住宅総務事業用等郵便料金２月分の支払いについて
2,792

都市整備局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　通信運搬費 住宅総務事業用等郵便料金２月分の支払いについて
5,013

都市整備局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　通信運搬費 住宅総務事業用等郵便料金２月分の支払いについて
508

都市整備局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　通信運搬費 住宅総務事業用等郵便料金２月分の支払いについて
10,947

都市整備局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 使用料及賃借料　使用料 平成２９年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入に係る経費の支出について（2月分）
80,011

都市整備局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 使用料及賃借料　使用料 コンパクトデジタル複合機長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（2月分）
6,156

都市整備局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費に支出について（2月分）
21,645

都市整備局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（2月分）
103,251

都市整備局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度導入庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（2月分）
3,057

都市整備局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 使用料及賃借料　使用料 平成２９年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入に係る経費の支出について（2月分）
11,036

都市整備局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（2月分）
27,656

都市整備局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 使用料及賃借料　使用料 コンパクトデジタル複合機長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（2月分）
6,156

都市整備局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費に支出について（2月分）
3,247

都市整備局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度導入庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（2月分）
6,114

都市整備局 総務課 平成31年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　印刷製本費 設計図面等印刷製本等請負代金の支出について（２月発注分）
2,592

都市整備局 総務課 平成31年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　印刷製本費 設計図面等印刷製本等請負代金の支出について（２月発注分）
52,601

都市整備局 総務課 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　印刷製本費 設計図面等印刷製本等請負代金の支出について（２月発注分）
24,234

都市整備局 総務課 平成31年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　印刷製本費 設計図面等印刷製本等請負代金の支出について（２月発注分）
200,187

都市整備局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービスの経費の支出について（２月分）
10,260

都市整備局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅総務事業用等　市内出張にかかる旅費の支出について（２月分）
7,944

都市整備局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅総務事業用等　市内出張にかかる旅費の支出について（２月分）
2,278

都市整備局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅総務事業用等　市内出張にかかる旅費の支出について（２月分）
9,239

都市整備局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅総務事業用等　市内出張にかかる旅費の支出について（２月分）
11,781

都市整備局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　消耗品費 家具転倒防止器具　ほか3点　買入にかかる経費の支出について
72,846
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都市整備局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービスの経費の支出について（２月分）
15,390

都市整備局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービスの経費の支出について（２月分）
5,130

都市整備局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 平成30年度マイクロフィルム作成業務委託費の支出について
263,153

都市整備局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 住宅総務事業用等　市内出張にかかる旅費の支出について（２月分）
7,641

都市整備局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　消耗品費 家具転倒防止器具　ほか3点　買入にかかる経費の支出について
55,350

都市整備局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 平成30年度マイクロフィルム作成業務委託費の支出について
4,570,020

都市整備局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 平成30年度マイクロフィルム作成業務委託費の支出について
3,055,320

都市整備局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 平成30年度マイクロフィルム作成業務委託費の支出について
5,961,600

都市整備局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 平成30年度マイクロフィルム作成業務委託費の支出について
1,987,200

都市整備局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 平成30年度マイクロフィルム作成業務委託費の支出について
4,250,707

政策企画室 秘書担当 平成31年03月04日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 市長・副市長上京時用ハイヤー使用料の支出について（H31.１月分）
48,340

政策企画室 秘書担当 平成31年03月05日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 副市長随行東京都出張並びに旅費の支出について（平成31年２月19日）
38,640

政策企画室 秘書担当 平成31年03月05日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 市長東京都出張並びに旅費の支出について（平成31年２月20日）
38,460

政策企画室 秘書担当 平成31年03月05日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 副市長東京都出張並びに旅費の支出について（平成31年２月19日）
38,740

政策企画室 秘書担当 平成31年03月05日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 市長随行東京都出張並びに旅費の支出について（平成31年２月20日）
38,460

政策企画室 秘書担当 平成31年03月05日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 室庶務事務用インクカートリッジ他２点の購入に係る経費の支出について
45,242

政策企画室 秘書担当 平成31年03月05日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　手数料 秘書担当用全自動洗濯機外１点買入にかかる経費の支出について
10,800

政策企画室 秘書担当 平成31年03月05日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 備品購入費　庁用器具費 秘書担当用全自動洗濯機外１点買入にかかる経費の支出について
201,960

政策企画室 秘書担当 平成31年03月08日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 自動車運行管理用　基本外業務委託料の支出について（H31.1月分）
86,918

政策企画室 秘書担当 平成31年03月11日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 市長東京都出張並びに旅費の支出について（平成31年２月４日～２月５日）
47,510

政策企画室 秘書担当 平成31年03月11日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 市長随行東京都出張並びに旅費の支出について（平成31年２月４日）
37,865

政策企画室 秘書担当 平成31年03月11日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 応接室用ダイニングチェア（政策企画室）　買入にかかる経費の支出について
626,400

政策企画室 秘書担当 平成31年03月11日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 秘書担当用東京出張にかかるタクシー代の支出について（平成31年２月19日分）
3,060

政策企画室 秘書担当 平成31年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）（２）一式　長期借入にかかる経費の支出ついて（平成31年2月分）
42,105

政策企画室 秘書担当 平成31年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系利用パソコン等機器（政策企画室）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
16,240

政策企画室 秘書担当 平成31年03月19日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 特別職車運行管理業務委託　長期継続（平成29年４月１日～平成31年２月28日）平成31年2月分について
1,187,953

政策企画室 秘書担当 平成31年03月19日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 政策企画室所管自家用乗用車一式長期借入（H28.3～H34.2）平成30年度2月分
63,042

政策企画室 秘書担当 平成31年03月19日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 政策企画室所管自家用普通乗用車２台　長期借入（Ｈ30.12～Ｈ36.11）平成31年2月分
106,920

政策企画室 秘書担当 平成31年03月19日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 政策企画室所管自家用普通乗用車一式１台　長期借入（Ｈ25.3～Ｈ31.2）平成31年2月分
51,408

政策企画室 秘書担当 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 一般業務用　乾式電子複写機（ＦＡＸ）による複写にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
3,060

政策企画室 秘書担当 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 一般業務用　乾式電子複写機（白黒）の借入にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
82,866

政策企画室 秘書担当 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（2月分）
488

政策企画室 秘書担当 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（2月分）
2,560

政策企画室 秘書担当 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（2月分）
1,754

政策企画室 秘書担当 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（2月分）
614

政策企画室 秘書担当 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（2月分）
830

政策企画室 秘書担当 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（2月分）
6,858

政策企画室 秘書担当 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式 長期借入にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
45,568

政策企画室 秘書担当 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式　長期借入にかかる経費の支出ついて（平成31年2月分）
88,831

政策企画室 秘書担当 平成31年03月25日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 一般業務用　市内等出張交通費の支出について（３１年２月分）
4,452

政策企画室 秘書担当 平成31年03月25日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 秘書部事務用　ファクシミリ本体外1点の購入について
39,193

政策企画室 秘書担当 平成31年03月26日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 一般事務用PDFソフトSkyPDF Standard 2016バージョンアップライセンスの買入について
83,808

政策企画室 秘書担当 平成31年03月26日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 秘書担当業務用　公用携帯電話の使用にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
25,099

政策企画室 秘書担当 平成31年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 備品購入費　図書購入費 事務参考用　書籍の購入に係る経費の支出について
13,338

政策企画室 秘書担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務用椅子（政策企画室）（その２）買入にかかる経費の支出について
439,560

政策企画室 秘書担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 市長・副市長上京時用ハイヤー使用料の支出について（H31.２月分）
58,190

政策企画室 政策企画担当 平成31年03月06日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 企画部事務用　市内等出張交通費の支出について（１月分）
10,521
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政策企画室 政策企画担当 平成31年03月19日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　手数料 ふるさと寄附金のインターネットクレジット等収納業務委託にかかる所要経費の支出について（平成31年2月分）
183

政策企画室 政策企画担当 平成31年03月19日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　手数料 ふるさと寄附金のインターネットクレジット納付にかかる決済業務委託（VISA・MASTERブランド）　にかかる所要経費の支出について（平成31年1月分）
4,759

政策企画室 政策企画担当 平成31年03月19日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 ふるさと寄附金のインターネットクレジット等収納業務委託にかかる所要経費の支出について（平成31年2月分）
1,080

政策企画室 政策企画担当 平成31年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　手数料 ふるさと寄附金インターネットクレジット納付にかかる決済業務委託（JCBブランド）にかかる所要経費の支出について（平成31年1月分）
1,760

政策企画室 政策企画担当 平成31年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 企画部事務用　コピー代金等の支出について（平成３１年２月分）
61,051

政策企画室 政策企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 企画部事務用　市内等出張交通費の支出について（２月分）
5,348

政策企画室 政策企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 企画部事務用　ＨＤＭＩマイクロケーブル（２ｍ）外３点の購入及び同経費の支出について
51,321

政策企画室 広報担当 平成31年03月06日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 報償費　報償金 平成31年度広報紙（全市情報部分）企画編集業務委託にかかる公募型プロポーザル選定委員会の実施及び同経費の支出について
52,360

政策企画室 広報担当 平成31年03月08日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 報酬　其他委員等報酬 大阪市特別参与（広報関係）の報酬の支払いについて（平成30年12月）
17,250

政策企画室 広報担当 平成31年03月08日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 大阪市特別参与（広報関係）の報酬の支払いについて（平成30年12月）
44,250

政策企画室 広報担当 平成31年03月08日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 大阪市特別参与（広報関係）の報酬の支払いについて（平成31年1月）
63,000

政策企画室 広報担当 平成31年03月08日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　費用弁償 大阪市特別参与（広報関係）の報酬の支払いについて（平成30年12月）
1,820

政策企画室 広報担当 平成31年03月08日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　費用弁償 大阪市特別参与（広報関係）の報酬の支払いについて（平成31年1月）
1,360

政策企画室 広報担当 平成31年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報酬　其他委員等報酬 大阪市特別参与（広報関係）の報酬の支払いについて（平成30年12月）
21,000

政策企画室 広報担当 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 平成30年度駅構内設置の掲示板（22駅）へのポスター掲出・チラシ設置業務委託の実施及び同経費の支出について（平成31年2月分）
18,400

政策企画室 広報担当 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 点字版「区広報紙市政情報」（平成31年3月号）製作業務委託（概算契約）に係る経費の支出について
219,056

政策企画室 広報担当 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 区の広報紙における「市政情報部分」の企画編集業務委託（平成31年3月号）の実施に係る同経費の支出について
296,460

政策企画室 広報担当 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 平成30年度　市政広報用映像コンテンツ作成業務委託にかかる経費の支出について【第10回】
122,940

政策企画室 広報担当 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 平成30年度地下鉄駅構内設置の掲示板（103駅）へのポスター掲出業務委託に係る経費の支出について（平成31年2月分）
50,691

政策企画室 広報担当 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 広報事務処理パソコン等長期借入にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
16,092

政策企画室 広報担当 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 広報事務処理パソコン等機器類の長期借入契約にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
5,616

政策企画室 広報担当 平成31年03月25日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 政策企画室市民情報部平成31年2月分コピー代金の支出について
59,209

政策企画室 広報担当 平成31年03月25日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 インターネット検証用　携帯電話利用料（au平成31年2月分）の支出について
1,128

政策企画室 広報担当 平成31年03月26日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 インターネット検証用　携帯電話利用料（ソフトバンク2月分）の支出について
1,334

政策企画室 広報担当 平成31年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　其他委員等旅費 平成31年2月分の政策企画室広報担当市内出張交通費の支出について
207

政策企画室 広報担当 平成31年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 平成31年2月分の政策企画室広報担当市内出張交通費の支出について
1,490

政策企画室 広報担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 大阪市特別参与（広報関係）の報酬の支払いについて（平成31年2月）
76,500

政策企画室 広報担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 報償費　報償金 平成31年度市政広報用映像コンテンツ作成業務委託にかかる公募型プロポーザル選定委員会にかかる経費の支出について
108,400

政策企画室 広報担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 報償費　報償金 平成31年度　広報研修事業業務委託にかかる公募型プロポーザル選定委員会の実施にかかる経費の支出について
29,200

政策企画室 広報担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　費用弁償 大阪市特別参与（広報関係）の報酬の支払いについて（平成31年2月）
1,820

政策企画室 広報担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 業務用パソコン回線使用料（NTT）及びインターネットプロバイダー使用料の支出について（２月分）
7,257

政策企画室 報道担当 平成31年03月05日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 報道事務用　インターネットファックス一斉送信サービスの使用にかかる経費の支出について（平成31年1月分）
110

政策企画室 報道担当 平成31年03月05日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　筆耕翻訳料 報道事務用　平成30年度市長会見等のテキストデータ作成（１月分）にかかる経費の支出について
28,161

政策企画室 報道担当 平成31年03月08日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 市長会見用ディスプレイケーブルの買入及び同経費の支出について
5,400

政策企画室 報道担当 平成31年03月13日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 市長会見用マイクケーブル（10ｍ）外3点の買入及び同経費の支出について
10,521

政策企画室 報道担当 平成31年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 報道事務用　平成30年度地上デジタル放送の番組録画及び詳細データ提供等業務委託にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
63,855

政策企画室 報道担当 平成31年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 報道事務用　平成30年度新聞記事クリッピング業務委託契約にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
280,800

政策企画室 報道担当 平成31年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 報道事務用　平成30年度「日経テレコン Knowledge Passport Fast Track」モニター利用にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
136,080

政策企画室 報道担当 平成31年03月26日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 報道事務用　公用携帯電話の使用にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
4,214

政策企画室 報道担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　筆耕翻訳料 報道事務用　平成30年度市長会見等のテキストデータ作成（２月分）にかかる経費の支出について
52,299

政策企画室 広聴担当 平成31年03月04日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 大阪市総合コールセンター運営業務委託にかかる経費の支出について（平成31年１月分）
11,448,000

政策企画室 広聴担当 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 市民の声データベースシステム用機器一式の賃借経費の支出について（平成３１年２月分）
77,544

政策企画室 広聴担当 平成31年03月26日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 遠隔手話（外国語）通訳用タブレット型端末サービス利用料の支出について（平成31年2月分）
3,996

政策企画室 広聴担当 平成31年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 正面・南玄関案内窓口でのインターネット回線の利用契約にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
20,520

政策企画室 広聴担当 平成31年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 平成30年度大阪市役所受付案内業務に係る経費の支出について（平成31年２月分）
400,075

政策企画室 広聴担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（平成31年２月分）
1,656

政策企画室 広聴担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 総合コールセンター用　電話回線使用料の支出について（平成31年２月利用分）
142,061
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政策企画室 広聴担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 大阪市総合コールセンター運営業務委託にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
11,448,000

政策企画室 東京事務所 平成31年03月05日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 役務費　手数料 東京事務所公舎用契約更新料の支出について
120,000

政策企画室 東京事務所 平成31年03月05日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成３０年度東京事務所職員公舎賃借料の支出について（平成３１年３月、１公舎分）
128,000

政策企画室 東京事務所 平成31年03月07日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 役務費　通信運搬費 東京事務所事務用電話サービス料金にかかる支出について（平成３１年１月分）
17,407

政策企画室 東京事務所 平成31年03月07日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 役務費　通信運搬費 東京事務所事務用　インターネット回線使用料の支出について（平成３１年１月分）
45,360

政策企画室 東京事務所 平成31年03月14日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 旅費　普通旅費 管外出張（東京事務所運営関係・大阪市）命令にかかる支出について
29,566

政策企画室 東京事務所 平成31年03月14日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（東京事務所）一式　長期借入にかかる支出について（平成３１年２月分）
21,914

政策企画室 東京事務所 平成31年03月14日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 平成３０年度　LGWAN接続系利用パソコン等機器（政策企画室東京事務所）一式長期借入にかかる支出について（平成３１年２月分）
5,375

政策企画室 東京事務所 平成31年03月14日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 平成３０年度　平成２８年度庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室東京事務所）（２）一式長期借入契約にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
5,561

政策企画室 東京事務所 平成31年03月14日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 平成３０年度　庁内情報利用ネットワーク機器等（東京事務所）一式長期借入契約にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
23,976

政策企画室 東京事務所 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 役務費　通信運搬費 東京事務所事務用　料金後納郵便にかかる支出について（平成３１年２月分）
18,063

政策企画室 東京事務所 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 役務費　通信運搬費 東京事務所事務用電話サービス料金にかかる支出について（平成３１年１月２１日～平成３１年２月２０日分）
10,209

政策企画室 東京事務所 平成31年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　消耗品費 大阪市東京事務所事務用品（リサイクルコピー用紙A3外13点）の買入にかかる支出について
189,534

政策企画室 東京事務所 平成31年03月25日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 旅費　普通旅費 管外出張（東京事務所運営関係・大阪市）命令にかかる支出について
29,224

政策企画室 東京事務所 平成31年03月25日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 旅費　普通旅費 管外出張（東京事務所運営関係・大阪市）命令にかかる支出について
29,224

政策企画室 東京事務所 平成31年03月26日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 旅費　普通旅費 東京事務所事務用都内出張等交通旅費（平成３１年２月分）の支出について
4,592

政策企画室 東京事務所 平成31年03月26日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 役務費　通信運搬費 東京事務所事務用　携帯電話サービス料金にかかる支出について（平成３１年２月分）
7,050

政策企画室 東京事務所 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　消耗品費 大阪市東京事務所　一般事務用図書　国会議員要覧ほか２点の買入にかかる支出について
21,168

政策企画室 東京事務所 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 役務費　手数料 東京事務所職員公舎新規賃貸借にかかる仲介手数料の支出について
172,800

政策企画室 東京事務所 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 東京事務所職員公舎新規賃貸借にかかる経費の支出について
170,320

政策企画室 東京事務所 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 貸付金　保証金 東京事務所職員公舎新規賃貸借にかかる経費の支出について
160,000

健康局 総務課 平成31年03月04日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 局運営事務用　吊り下げ名札外13点の買入経費の支出について
84,996

健康局 総務課 平成31年03月08日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 平成30年度局運営事務（病院機構支援）用　交流会館で使用する電気料金の支出について（1月分）
97,820

健康局 総務課 平成31年03月08日 一般会計 健康費 市民病院費 整備推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成30年度地方独立行政法人大阪市民病院機構運営費交付金の支出について（第４回分）
1,935,618,000

健康局 総務課 平成31年03月13日 一般会計 健康費 健康費
健康安全基盤研究所
費

旅費　普通旅費 大阪健康安全基盤研究所管理事務用にかかる市内出張交通費（平成30年12～１月分）の支出について
864

健康局 総務課 平成31年03月13日 一般会計 健康費 市民病院費 管理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（12・１月分）病院Ｇの支出について
28,757

健康局 総務課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 局運営事務用　平成30年度大阪市職員（獣医師・薬剤師・保健師）採用試験にかかる試験問題等作成業務委託の支出について
441,531

健康局 総務課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン機器（省スペース型デスクトップ）一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）【東成区役所から移管の視覚障がい者用パソコン】
19,440

健康局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（12・１月分）総務Ｇの支出について
14,762

健康局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 局運営事務（病院機構支援）用　交流会館における機械警備業務委託料の支出について（平成31年２月分）
5,130

健康局 総務課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料
局運営事業用　平成30年度庁内情報利用パソコン等機器（平成28年度契約プリンタ　環境科学研究センター分）一式の長期借入にかかる経費の支出について
（２月分） 8,695

健康局 総務課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 局運営事業用　平成30年度ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（健康局）（一括調達分）一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
40,602

健康局 総務課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 局運営事業用　平成30年度　ＬＧＷＡＮ接続系端末等機器（個別調達分）の長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
9,585

健康局 総務課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度局運営事務用　庁内情報利用パソコン等長期借入（平成26年度契約分）にかかる経費の支出について（２月分）
175,380

健康局 総務課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 局運営事業用　平成30年度庁内情報利用パソコン等機器（平成26年度契約　環境科学研究センター分）一式の長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
12,726

健康局 総務課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 局運営事業用　平成30年度庁内情報利用パソコン等機器（平成27年度契約　環境科学研究センター分）一式の長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
38,268

健康局 総務課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度局運営事務用　平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（健康局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
311,286

健康局 総務課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 局運営事務用　平成30年度庁内情報利用パソコン（健康局）長期借入（平成28年度契約分）にかかる経費の支出について（２月分）
637,139

健康局 総務課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 局運営事業用　平成30年度庁内情報利用パソコン機器（健康局）（旅館業指導Ｇ分）一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
33,696

健康局 総務課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 局運営事業用　平成30年度（平成29年度契約分）庁内情報利用パソコン等機器（健康局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
242,213

健康局 総務課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 局運営事業用　平成30年度（平成28年度契約分）プリンタ等機器（健康局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
30,709

健康局 総務課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 局運営事務用　平成30年度庁内情報利用パソコン（健康局）長期借入（平成28年度契約分）にかかる経費の支出について（２月分）
3,100

健康局 総務課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度局運営事務用　平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（健康局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
3,100

健康局 総務課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 局運営事業用　平成30年度　ＬＧＷＡＮ接続系端末等機器（個別調達分）の長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
20,490

健康局 総務課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 局運営事業用　平成30年度庁内情報利用パソコン機器（健康局平成30年3月個別導入分）一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
12,843

健康局 総務課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 局運営事業用　平成30年度庁内情報利用パソコン機器（健康局）一式（浪速区設置分）　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
76,626

健康局 総務課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 使用料及賃借料　使用料 局運営事務用　平成30年度庁内情報利用パソコン（健康局）長期借入（平成28年度契約分）にかかる経費の支出について（２月分）
12,400
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健康局 総務課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度局運営事務用　庁内情報利用パソコン等長期借入（平成26年度契約分）にかかる経費の支出について（２月分）
13,380

健康局 総務課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度局運営事務用　平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（健康局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
17,271

健康局 総務課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 局運営事務用　辞令用紙の印刷にかかる支出について
12,393

健康局 総務課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 健康費
健康安全基盤研究所
費

負担金、補助及交付金　分担金 平成30年度大阪府市地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所評価委員会に係る経費の支出について
78,260

健康局 総務課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 市民病院費 整備推進費 貸付金　貸付金 平成30年度地方独立行政法人大阪市民病院機構貸付金の支出について
1,175,000,000

健康局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 平成３０年度　局運営事務用コピー代金（分室追加分）の支出について（２月分）
16,693

健康局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 平成３０年度　局運営事務用コピー代金（生活衛生設置分（１台））の支出について（２月分）
35,114

健康局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 平成３０年度　局運営事務用コピー代金の支出について（２月分）
111,396

健康局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 平成30年度局運営事務（病院機構支援）用　交流会館で使用する電気料金の支出について（2月分）
77,818

健康局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 市民病院費 運営推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成30年度地方独立行政法人大阪市民病院機構運営費交付金（大阪市立住之江診療所運営経費分）の支出について
172,052,000

健康局 経理課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年２月分）
4,080

健康局 経理課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年２月分）
324

健康局 経理課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 平成３０年度　もと西成保健センター機械警備業務の実施及び同経費の支出について（２月分）
58,968

健康局 経理課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 健康総務事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
759,789

健康局 環境科学研究センター 平成31年03月07日 一般会計 健康費 健康費
環境科学研究センター
費

需用費　消耗品費 環境科学研究調査用フィラメント外５点の買入にかかる経費の支出について（単価契約１月分）
218,521

健康局 環境科学研究センター 平成31年03月07日 一般会計 健康費 健康費
環境科学研究センター
費

需用費　消耗品費 環境科学研究調査用　イットリウム標準原液外２点の買入にかかる経費の支出について
32,875

健康局 環境科学研究センター 平成31年03月07日 一般会計 健康費 健康費
環境科学研究センター
費

委託料　委託料 環境科学研究検査用　プレハブ式恒温恒湿室故障状況調査業務の経費の支出について
100,980

健康局 環境科学研究センター 平成31年03月11日 一般会計 健康費 健康費
環境科学研究センター
費

需用費　消耗品費 環境科学研究調査用アセトン外２点の買入にかかる経費の支出について（単価契約２月分）
36,979

健康局 環境科学研究センター 平成31年03月11日 一般会計 健康費 健康費
環境科学研究センター
費

需用費　消耗品費 環境科学研究調査用中空糸フィルターの買入にかかる経費の支出について（単価契約２月分）
8,173

健康局 環境科学研究センター 平成31年03月11日 一般会計 健康費 健康費
環境科学研究センター
費

需用費　消耗品費 環境科学研究調査用ネジ口ボトル外４点の買入にかかる経費の支出について（単価契約２月分）
81,244

健康局 環境科学研究センター 平成31年03月11日 一般会計 健康費 健康費
環境科学研究センター
費

需用費　消耗品費 環境科学研究調査用アセトン外１０点の買入にかかる経費の支出について（単価契約２月分）
346,096

健康局 環境科学研究センター 平成31年03月11日 一般会計 健康費 健康費
環境科学研究センター
費

需用費　消耗品費 環境科学研究調査用アセトニトリルの買入にかかる経費の支出について（単価契約２月分）
26,460

健康局 環境科学研究センター 平成31年03月11日 一般会計 健康費 健康費
環境科学研究センター
費

需用費　消耗品費 環境科学調査研究用超高純度空気ガス外２点の買入にかかる経費の支出について（単価契約２月分）
59,076

健康局 環境科学研究センター 平成31年03月11日 一般会計 健康費 健康費
環境科学研究センター
費

需用費　消耗品費 環境科学研究調査用スクリューキャップ／バイアルセットの買入にかかる経費の支出について（単価契約２月分）
4,298

健康局 環境科学研究センター 平成31年03月11日 一般会計 健康費 健康費
環境科学研究センター
費

需用費　消耗品費 環境科学研究調査用シリコンチューブの買入にかかる経費の支出について（単価契約２月分）
18,144

健康局 環境科学研究センター 平成31年03月12日 一般会計 健康費 健康費
環境科学研究センター
費

備品購入費　機械器具費 環境科学研究センター研究検査用　電動ビュレット買入にかかる経費の支出について
429,840

健康局 環境科学研究センター 平成31年03月13日 一般会計 健康費 健康費
環境科学研究センター
費

負担金、補助及交付金　分担金 平成30年度環境科学研究センター施設整備費分担金にかかる基本設計策定業務経費の支出について(一部概算払い（２回目）)
6,421,088

健康局 環境科学研究センター 平成31年03月18日 一般会計 健康費 健康費
環境科学研究センター
費

使用料及賃借料　使用料 環境科学研究センター管理運営事業用　ETC利用にかかる高速道路通行料の支出について（１月分）
9,720

健康局 環境科学研究センター 平成31年03月20日 一般会計 健康費 健康費
環境科学研究センター
費

備品購入費　自動車購入費 環境科学研究センター研究検査用　普通乗用車（ミニバンタイプ）（環境科学研究センター）の買入にかかる経費の支出について
2,194,037

健康局 環境科学研究センター 平成31年03月22日 一般会計 健康費 健康費
環境科学研究センター
費

旅費　普通旅費 環境科学研究センター管理運営用　環境科学研究センターにかかる市内出張交通費の支出について（2月分）
7,690

健康局 環境科学研究センター 平成31年03月22日 一般会計 健康費 健康費
環境科学研究センター
費

需用費　消耗品費 環境科学研究調査用超高純度ヘリウムガス外２点の買入にかかる経費の支出について（単価契約１月分）
113,400

健康局 環境科学研究センター 平成31年03月22日 一般会計 健康費 健康費
環境科学研究センター
費

備品購入費　機械器具費 環境科学研究センター研究検査用　アスベスト用電動ポンプ買入にかかる経費の支出について
1,860,008

健康局 環境科学研究センター 平成31年03月22日 一般会計 健康費 健康費
環境科学研究センター
費

備品購入費　機械器具費 環境科学研究センター研究検査用　シアン・六価クロム分析装置の買入にかかる経費の支出について
3,337,200

健康局 環境科学研究センター 平成31年03月25日 一般会計 健康費 健康費
環境科学研究センター
費

需用費　消耗品費 環境科学研究調査用イオン交換樹脂カートリッジ外３点の買入にかかる経費の支出について（単価契約２月分）
174,564

健康局 環境科学研究センター 平成31年03月25日 一般会計 健康費 健康費
環境科学研究センター
費

需用費　消耗品費 環境科学研究調査用産業用ワイパーの買入にかかる経費の支出について（単価契約２月分）
9,288

健康局 環境科学研究センター 平成31年03月25日 一般会計 健康費 健康費
環境科学研究センター
費

需用費　消耗品費 環境科学研究調査用揮発性有機化合物２３種混合標準液外７点の買入にかかる経費の支出について（単価契約２月分）
77,814

健康局 環境科学研究センター 平成31年03月25日 一般会計 健康費 健康費
環境科学研究センター
費

需用費　消耗品費 環境科学研究調査用ＢＧＬＢ培地（顆粒）外１点の買入にかかる経費の支出について（単価契約２月分）
65,880

健康局 環境科学研究センター 平成31年03月26日 一般会計 健康費 健康費
環境科学研究センター
費

需用費　消耗品費 環境科学研究調査用DNA簡易抽出バッファー外２点の買入にかかる経費の支出について（単価契約２月分）
71,301

健康局 環境科学研究センター 平成31年03月26日 一般会計 健康費 健康費
環境科学研究センター
費

役務費　通信運搬費 環境科学研究センター管理運営用　庁内情報ネットワーク回線にかかる経費の支出について（２月分）
5,130

健康局 環境科学研究センター 平成31年03月29日 一般会計 健康費 健康費
環境科学研究センター
費

需用費　消耗品費 環境科学調査研究用高純度窒素ガス外２点の買入にかかる経費の支出について（単価契約３月分）
12,744

健康局 環境科学研究センター 平成31年03月29日 一般会計 健康費 健康費
環境科学研究センター
費

需用費　消耗品費 環境科学研究調査用　アルミホイル外２９点の買入にかかる経費の支出について
99,446

健康局 環境科学研究センター 平成31年03月29日 一般会計 健康費 健康費
環境科学研究センター
費

需用費　消耗品費 環境科学研究調査用2mol/Lメタンスルホン酸溶液外１２点の買入にかかる経費の支出について（単価契約２月分）
478,159

健康局 環境科学研究センター 平成31年03月29日 一般会計 健康費 健康費
環境科学研究センター
費

使用料及賃借料　使用料 環境科学研究検査用　平成30年度キャニスター/加熱脱着ガスクロマトグラフ質量分析装置一式（再リース）の借入経費の支出について（２月分）
51,948

健康局 環境科学研究センター 平成31年03月29日 一般会計 健康費 健康費
環境科学研究センター
費

使用料及賃借料　使用料 環境科学研究検査用　平成30年度液体クロマトグラフタンデム型質量分析装置一式（再々リース）の借入経費の支出について（２月分）
37,476

健康局 健康施策課 平成31年03月01日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　其他委員等旅費 非常勤職員用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（12月分）
2,226

健康局 健康施策課 平成31年03月01日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 各種保健事業用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（11月分）
20,276

健康局 健康施策課 平成31年03月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　其他委員等旅費 非常勤職員用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（12月分）
714
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健康局 健康施策課 平成31年03月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（11月分）
5,118

健康局 健康施策課 平成31年03月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 負担金、補助及交付金　会費 第12回日本医療マネジメント学会大阪支部学術集会への出席にかかる参加費の支出について
5,000

健康局 健康施策課 平成31年03月01日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

旅費　普通旅費 各種保健事業用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（11月分）
6,485

健康局 健康施策課 平成31年03月07日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 一般事務用等追録「地域保健関係法令実務便覧」の買入にかかる経費の支出について
9,086

健康局 健康施策課 平成31年03月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 一般事務用等追録「地域保健関係法令実務便覧」の買入にかかる経費の支出について
1,134

健康局 健康施策課 平成31年03月13日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　其他委員等旅費 非常勤職員用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（1月分）
1,482

健康局 健康施策課 平成31年03月13日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 常設健康相談用等　デジタル血圧計外６点の買入にかかる経費の支出について
38,880

健康局 健康施策課 平成31年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　其他委員等旅費 非常勤職員用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（1月分）
828

健康局 健康施策課 平成31年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 常設健康相談用等　デジタル血圧計外６点の買入にかかる経費の支出について
268,056

健康局 健康施策課 平成31年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 備品購入費　機械器具費 常設健康相談用等　デジタル血圧計外６点の買入にかかる経費の支出について
70,200

健康局 健康施策課 平成31年03月14日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 各種保健事業用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（12月分）
19,996

健康局 健康施策課 平成31年03月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（12月分）
5,728

健康局 健康施策課 平成31年03月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　備品修繕料 各種検診事業用エックス線デジタル画像読取装置の修繕にかかる経費の支出について（平野区・西成区分館）
151,200

健康局 健康施策課 平成31年03月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

旅費　普通旅費 各種保健事業用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（12月分）
5,426

健康局 健康施策課 平成31年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 備品購入費　機械器具費 地域保健事業用　ワイヤレスアンプの買入にかかる経費の支出について
78,732

健康局 健康施策課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　手数料 保健福祉センター事業用　平成３０年度保健衛生検査所外２箇所白衣等洗濯業務委託料の支出について（２月分）
7,344

健康局 健康施策課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　医薬材料費 災害救助対策用　蘇生バッグ外４点　買入経費の支出について
30,078

健康局 健康施策課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 地域保健医療計画推進事業用　ダブルクリップ外３点の買入にかかる経費の支出について
8,186

健康局 健康施策課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　備品修繕料 各種検診事業用エックス線撮影装置の修繕にかかる経費の支出について（東住吉区）
25,920

健康局 健康施策課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成30年度大阪市急病診療業務の実施にかかる十三休日急病診療所不動産賃貸料の支出について（平成31年2月分）
135,000

健康局 健康施策課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 各種検診事業用　イメージングプレートの買入にかかる経費の支出について
532,656

健康局 健康施策課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　医薬材料費 災害救助対策用　絆創膏　外４点　買入経費の支出について
41,310

健康局 健康施策課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 地域保健医療計画推進事業用　第2回大阪府大阪市南部保健医療協議会にかかる会議室使用料の支出について（平成31年3月26日開催分）
18,000

健康局 健康施策課 平成31年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

報償費　報償金 平成３０年度　区役所実務者、在宅医療・介護連携支援コーディネーター合同研修会講師謝礼の支出について【平成30年3月18日開催】
20,920

健康局 健康施策課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　備品修繕料 各種検診事業用エックス線デジタル読影装置の修繕にかかる経費の支出について（淀川区）
62,640

健康局 健康施策課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健医療計画推進事業用　後納郵便料の支出について（平成31年2月分）
539

健康局 健康施策課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 備品購入費　機械器具費 地域保健事業用　放射線防護衝立の買入にかかる経費の支出について
464,400

健康局 健康づくり課 平成31年03月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度健康増進活動事業補助金の支出について（城東区健康づくり推進協議会）
18,491

健康局 健康づくり課 平成31年03月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用等　平成30年度乳がん検診・骨粗しょう症検診事業関係業務委託料の支出について（１月分）
3,099,600

健康局 健康づくり課 平成31年03月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用等　平成30年度乳がん検診・骨粗しょう症検診事業関係業務委託料の支出について（１月分）
2,329,938

健康局 健康づくり課 平成31年03月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用等　平成30年度乳がん検診・骨粗しょう症検診事業関係業務委託料の支出について（１月分）
4,621,590

健康局 健康づくり課 平成31年03月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用　平成30年度胃がん・大腸がん・肺がん検診事業関係業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（1月分）
3,236,678

健康局 健康づくり課 平成31年03月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用　平成30年度胃がん・大腸がん・肺がん検診事業関係業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（1月分）
3,271,116

健康局 健康づくり課 平成31年03月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用　平成30年度胃がん・大腸がん・肺がん検診事業関係業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（1月分）
3,588,294

健康局 健康づくり課 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 がん検診事業用　平成30年度大阪市胃がん検診（胃内視鏡検査）研修会にかかる講師謝礼の支出について
45,390

健康局 健康づくり課 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 がん検診事業用　平成30年度大阪市胃がん検診（胃内視鏡検査）研修会にかかる講師謝礼の支出について
4,630

健康局 健康づくり課 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 健康づくり課市内出張交通費の支出について（平成３１年１月分）
22,337

健康局 健康づくり課 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 健康づくり課市内出張交通費の支出について（平成３１年１月分）
6,921

健康局 健康づくり課 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診推進事業用がん検診しおり送付用窓あき封筒買入にかかる経費の支出について
544,708

健康局 健康づくり課 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 がん検診推進事業用がん検診のしおり外1点印刷にかかる経費の支出について
849,722

健康局 健康づくり課 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成30年度保健管理システムパンチデータ作成業務委託料の支出について（1月分）
3,659

健康局 健康づくり課 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成30年度保健管理システムパンチデータ作成業務委託料の支出について（1月分）
17,537

健康局 健康づくり課 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成30年度保健管理システムパンチデータ作成業務委託料の支出について（1月分）
2,923

健康局 健康づくり課 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成30年度保健管理システムパンチデータ作成業務委託料の支出について（1月分）
120,584

健康局 健康づくり課 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成30年度保健管理システムパンチデータ作成業務委託料の支出について（1月分）
162,767

健康局 健康づくり課 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成30年度保健管理システムパンチデータ作成業務委託料の支出について（1月分）
222,627

健康局 健康づくり課 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成30年度保健管理システムパンチデータ作成業務委託料の支出について（1月分）
182,512
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健康局 健康づくり課 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成30年度保健管理システムパンチデータ作成業務委託料の支出について（1月分）
141,142

健康局 健康づくり課 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成30年度保健管理システムパンチデータ作成業務委託料の支出について（1月分）
2,965

健康局 健康づくり課 平成31年03月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用等　ビジネスバッグ（ブラック） 外11点の買入にかかる経費の支出について
31,752

健康局 健康づくり課 平成31年03月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用等ラミネートフィルム（A4）外11点の買入にかかる経費の支出について
9,290

健康局 健康づくり課 平成31年03月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用等ラミネートフィルム（A4）外11点の買入にかかる経費の支出について
4,549

健康局 健康づくり課 平成31年03月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用等ラミネートフィルム（A4）外11点の買入にかかる経費の支出について
5,443

健康局 健康づくり課 平成31年03月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用等　ビジネスバッグ（ブラック） 外11点の買入にかかる経費の支出について
59,082

健康局 健康づくり課 平成31年03月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用等　ビジネスバッグ（ブラック） 外11点の買入にかかる経費の支出について
9,889

健康局 健康づくり課 平成31年03月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用等　ビジネスバッグ（ブラック） 外11点の買入にかかる経費の支出について
9,221

健康局 健康づくり課 平成31年03月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用等ラミネートフィルム（A4）外11点の買入にかかる経費の支出について
77,702

健康局 健康づくり課 平成31年03月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 大阪市歯周病検診事業用（歯周病検診）委託料の支出について（１月分）
144,263

健康局 健康づくり課 平成31年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　損害保険料 地域巡回型がん検診事業用検診車（さくら号）車検更新にかかる重量税および自動車損害賠償保険料の支出について
30,210

健康局 健康づくり課 平成31年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 地域巡回型がん検診事業用　平成３０年度乳がん検診デジタルマンモグラフィ機器装置保守・点検業務委託にかかる経費の支出について（2月分）
472,500

健康局 健康づくり課 平成31年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 使用料及賃借料　使用料 がん検診事業用　大阪市乳がんマンモグラフィ読影システム利用パソコン長期借入経費の支出について（2月分）
9,655

健康局 健康づくり課 平成31年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 使用料及賃借料　使用料 がん検診事業用　大阪市乳がんマンモグラフィ読影システム利用パソコン長期借入経費の支出について（2月分）
5,573

健康局 健康づくり課 平成31年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 公課費　公課費 地域巡回型がん検診事業用検診車（さくら号）車検更新にかかる重量税および自動車損害賠償保険料の支出について
90,200

健康局 健康づくり課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用クラフト封筒（マチなし）Ａ３　外２点　買入にかかる経費の支出について
2,430

健康局 健康づくり課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用クラフト封筒（マチなし）Ａ３　外２点　買入にかかる経費の支出について
26,438

健康局 健康づくり課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用クラフト封筒（マチなし）Ａ３　外２点　買入にかかる経費の支出について
7,290

健康局 健康づくり課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用等クリップ付ペンシル（50本入：黒）外44点の買入にかかる経費の支出について
2,893

健康局 健康づくり課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用等クリップ付ペンシル（50本入：黒）外44点の買入にかかる経費の支出について
115,021

健康局 健康づくり課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用等クリップ付ペンシル（50本入：黒）外44点の買入にかかる経費の支出について
9,093

健康局 健康づくり課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用等クリップ付ペンシル（50本入：黒）外44点の買入にかかる経費の支出について
34,799

健康局 健康づくり課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用等クリップ付ペンシル（50本入：黒）外44点の買入にかかる経費の支出について
23,643

健康局 健康づくり課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用等クリップ付ペンシル（50本入：黒）外44点の買入にかかる経費の支出について
4,644

健康局 健康づくり課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用等クリップ付ペンシル（50本入：黒）外44点の買入にかかる経費の支出について
36,707

健康局 健康づくり課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成30年度保健管理システムパンチデータ作成業務委託料の支出について（2月分）
2,780

健康局 健康づくり課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成30年度保健管理システムパンチデータ作成業務委託料の支出について（2月分）
4,657

健康局 健康づくり課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成30年度保健管理システムパンチデータ作成業務委託料の支出について（2月分）
15,753

健康局 健康づくり課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成30年度保健管理システムパンチデータ作成業務委託料の支出について（2月分）
130,086

健康局 健康づくり課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成30年度保健管理システムパンチデータ作成業務委託料の支出について（2月分）
174,416

健康局 健康づくり課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成30年度保健管理システムパンチデータ作成業務委託料の支出について（2月分）
3,305

健康局 健康づくり課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成30年度保健管理システムパンチデータ作成業務委託料の支出について（2月分）
129,979

健康局 健康づくり課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成30年度保健管理システムパンチデータ作成業務委託料の支出について（2月分）
101,261

健康局 健康づくり課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成30年度保健管理システムパンチデータ作成業務委託料の支出について（2月分）
155,034

健康局 健康づくり課 平成31年03月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　広告料 平成30年度すこやか大阪推進事業用地下鉄駅構内・ポスター掲出（2月掲出）にかかる経費の支出について
71,280

健康局 健康づくり課 平成31年03月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　損害保険料 がん検診事業（胃がん検診事業）用検診車（こすもす13号）車検更新にかかる重量税および自動車損害賠償保険料の支出について
30,210

健康局 健康づくり課 平成31年03月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 公課費　公課費 がん検診事業（胃がん検診事業）用検診車（こすもす13号）車検更新にかかる重量税および自動車損害賠償保険料の支出について
90,200

健康局 健康づくり課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用ドライフィルム用キャリングバック買入及び経費の支出について
32,400

健康局 健康づくり課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　手数料 平成30年度がん検診事業用等　放射線技術検査所外１箇所長白衣等洗濯業務委託（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（2月分）
12,420

健康局 健康づくり課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　手数料 平成30年度がん検診事業用等　放射線技術検査所外１箇所長白衣等洗濯業務委託（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（2月分）
1,171

健康局 健康づくり課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　手数料 平成30年度がん検診事業用等　放射線技術検査所外１箇所長白衣等洗濯業務委託（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（2月分）
3,711

健康局 健康づくり課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（１月分）
20,953,374

健康局 健康づくり課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（１月分）
16,178,549

健康局 健康づくり課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（１月分）
25,378,368

健康局 健康づくり課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（１月分）
15,926,201

健康局 健康づくり課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（１月分）
14,777,021
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健康局 健康づくり課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（１月分）
311,904

健康局 健康づくり課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（１月分）
3,108,917

健康局 健康づくり課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（１月分）
571,974

健康局 健康づくり課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度公衆衛生活動事業補助金の支出について（住之江区）
124,117

健康局 健康づくり課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生涯歯科保健推進事業用 平成31年度生涯歯科保健推進事業企画提案事業者選定会議（第２回）にかかる報償金の支出について
43,640

健康局 健康づくり課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 がん検診事業用受診通知用窓あき封筒外４点作成経費の支出について
3,564

健康局 健康づくり課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用受診通知用窓あき封筒外４点作成経費の支出について
33,264

健康局 健康づくり課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用受診通知用窓あき封筒外４点作成経費の支出について
634,478

健康局 健康づくり課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用受診通知用窓あき封筒外４点作成経費の支出について
30,240

健康局 健康づくり課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用受診通知用窓あき封筒外４点作成経費の支出について
18,014

健康局 健康づくり課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　医薬材料費 平成30年度歯科健康相談事業用等　デンタルミラー（減菌）外14点買入にかかる経費の支出について
16,848

健康局 健康づくり課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　医薬材料費 平成30年度歯科健康相談事業用等　デンタルミラー（減菌）外14点買入にかかる経費の支出について
49,788

健康局 健康づくり課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　医薬材料費 平成30年度歯科健康相談事業用等　デンタルミラー（減菌）外14点買入にかかる経費の支出について
88,862

健康局 健康づくり課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　医薬材料費 平成30年度歯科健康相談事業用等　デンタルミラー（減菌）外14点買入にかかる経費の支出について
34,560

健康局 健康づくり課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用　平成30年度胃がん・大腸がん・肺がん検診事業関係業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（2月分）
4,444,756

健康局 健康づくり課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用　平成30年度胃がん・大腸がん・肺がん検診事業関係業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（2月分）
3,553,136

健康局 健康づくり課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用　平成30年度胃がん・大腸がん・肺がん検診事業関係業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（2月分）
3,655,464

健康局 健康づくり課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 がん検診等事業用　後納郵便料の支出について（２月分）
3,855

健康局 健康づくり課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 すこやか大阪21推進事業用 平成31年度職域保健に対する歯科保健普及啓発事業企画提案事業者選定会議（第2回）にかかる報償金の支出について
43,960

健康局 健康づくり課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診等事業用　後納郵便料の支出について（２月分）
3,267

健康局 健康づくり課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診等事業用　後納郵便料の支出について（２月分）
4,563

健康局 健康づくり課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診等事業用　後納郵便料の支出について（２月分）
11,456

健康局 健康づくり課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診等事業用　後納郵便料の支出について（２月分）
137

健康局 健康づくり課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診等事業用　後納郵便料の支出について（２月分）
3,591

健康局 健康づくり課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診等事業用　後納郵便料の支出について（２月分）
5,016

健康局 健康づくり課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診等事業用　後納郵便料の支出について（２月分）
529

健康局 健康づくり課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診等事業用　後納郵便料の支出について（２月分）
1,021

健康局 健康づくり課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診等事業用　後納郵便料の支出について（２月分）
80,014

健康局 健康づくり課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診等事業用　後納郵便料の支出について（２月分）
824

健康局 健康づくり課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診等事業用　後納郵便料の支出について（２月分）
8,537

健康局 健康づくり課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診等事業用　後納郵便料の支出について（２月分）
14,060

健康局 健康づくり課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用　平成30年度乳がん検診（マンモグラフィ）フィルム逓送業務委託（概算契約）の支出について（２月分）
192,922

健康局 健康づくり課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用等　平成30年度乳がん検診・骨粗しょう症検診事業関係業務委託料の支出について（２月分）
4,480,164

健康局 健康づくり課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用等　平成30年度乳がん検診・骨粗しょう症検診事業関係業務委託料の支出について（２月分）
1,860,192

健康局 健康づくり課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用等　平成30年度乳がん検診・骨粗しょう症検診事業関係業務委託料の支出について（２月分）
3,024,000

健康局 健康づくり課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健衛生システム運用経費トナーカートリッジ（その２）買入にかかる経費の支出について
1,385,100

健康局 生活衛生課 平成31年03月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用馬無菌脱繊維血液の買入にかかる経費の支出について（単価契約1月分）
14,580

健康局 生活衛生課 平成31年03月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 と畜検査事業　平成３０年度マイクロプレートリーダー保守点検業務委託の実施及び同経費の支出について
162,000

健康局 生活衛生課 平成31年03月04日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用等　市内出張交通費の支出について（平成３０年１２月分）
14,362

健康局 生活衛生課 平成31年03月04日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用等　市内出張交通費の支出について（平成３０年１２月分）
13,190

健康局 生活衛生課 平成31年03月04日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用等　市内出張交通費の支出について（平成３０年１２月分）
8,830

健康局 生活衛生課 平成31年03月04日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用等　市内出張交通費の支出について（平成３０年１２月分）
9,868

健康局 生活衛生課 平成31年03月04日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用等　市内出張交通費の支出について（平成３０年１２月分）
12,670

健康局 生活衛生課 平成31年03月04日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用等電動鋸外9点の買入にかかる経費の支出について
23,701

健康局 生活衛生課 平成31年03月04日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用等電動鋸外9点の買入にかかる経費の支出について
55,577

健康局 生活衛生課 平成31年03月04日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用等電動鋸外9点の買入にかかる経費の支出について
215

健康局 生活衛生課 平成31年03月04日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用改訂版　動物愛護管理業務必携の買入及び同経費の支出について
12,312
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健康局 生活衛生課 平成31年03月04日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 備品購入費　機械器具費 備品等整備事業用ロータリーエバポレーターの買入経費の支出について
427,318

健康局 生活衛生課 平成31年03月04日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成３０年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
165,000

健康局 生活衛生課 平成31年03月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 薬事事務事業用　全国薬務関係主管課長会議出席にかかる旅費の支出について
29,240

健康局 生活衛生課 平成31年03月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 そ族昆虫防除事業　スミラブ発泡錠外6点の買入に係る経費の支出について
2,945,916

健康局 生活衛生課 平成31年03月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 備品購入費　機械器具費 備品等整備事業用薬用冷蔵ショーケース外２点の買入経費の支出について
1,533,600

健康局 生活衛生課 平成31年03月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 住居衛生推進事業用　北川式　特殊検知管　７１０ホルムアルデヒド外１点の買入に係る経費の支出について
8,316

健康局 生活衛生課 平成31年03月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 環境衛生営業指導事業用　追録「墓地埋葬実務便覧（68・69号）」買入にかかる経費の支出について
12,960

健康局 生活衛生課 平成31年03月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 環境衛生事業用追録「問答式　廃棄物処理の手引　外６点　追録」買入にかかる経費の支出について
25,217

健康局 生活衛生課 平成31年03月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 動物愛護管理事業用平成３０年度動物取扱責任者研修会(第４、５回)に係る会場使用料の支出について
30,600

健康局 生活衛生課 平成31年03月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 備品購入費　機械器具費 備品等整備事業用　温水高圧洗浄機一式の買入経費の支出について
425,520

健康局 生活衛生課 平成31年03月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 環境衛生営業指導事業用　５楕円スライドグラスの買入に係る経費の支出について
17,280

健康局 生活衛生課 平成31年03月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用ガーゼの買入及び同経費の支出について
7,290

健康局 生活衛生課 平成31年03月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等インディケーターテープ（乾熱滅菌用）外２３点の買入にかかる経費の支出について（単価契約1月分）
45,479

健康局 生活衛生課 平成31年03月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用簡易迅速染色液外7点の買入及び同経費の支出について
339,282

健康局 生活衛生課 平成31年03月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等インディケーターテープ（乾熱滅菌用）外２３点の買入にかかる経費の支出について（単価契約1月分）
98,939

健康局 生活衛生課 平成31年03月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等インディケーターテープ（乾熱滅菌用）外２３点の買入にかかる経費の支出について（単価契約1月分）
135,561

健康局 生活衛生課 平成31年03月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 狂犬病予防事業用飼い犬登録申請書外６点の印刷にかかる経費の支出について
283,284

健康局 生活衛生課 平成31年03月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用ビジネスプロジェクター外１点の買入にかかる経費の支出について
212,041

健康局 生活衛生課 平成31年03月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等インディケーターテープ（乾熱滅菌用）外２３点の買入にかかる経費の支出について（単価契約1月分）
4,752

健康局 生活衛生課 平成31年03月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 と畜検査事業　平成３０年度マイクロプレートウォッシャー保守点検業務委託の実施及び同経費の支出について
109,080

健康局 生活衛生課 平成31年03月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 備品購入費　機械器具費 食品衛生事業用　熱画像付き放射温度計の買入経費の支出について
748,440

健康局 生活衛生課 平成31年03月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 備品購入費　機械器具費 備品等整備事業用ミクロトームの買入経費の支出について
1,036,800

健康局 生活衛生課 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 平成３０年度全国生活衛生・食品安全関係主管課長会議への出席及び同経費の支出について
29,240

健康局 生活衛生課 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 一般事務事業用　市内出張交通費の支出について（平成３０年１１月分）
2,480

健康局 生活衛生課 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 一般事務事業用　市内出張交通費の支出について（平成３０年１１月分）
138,609

健康局 生活衛生課 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用ステロイド水性懸濁液の買入にかかる経費の支出について
2,484

健康局 生活衛生課 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用カスタムプライマー外3点の買入及び同経費の支出について
4,730

健康局 生活衛生課 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成３０年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
119,725

健康局 生活衛生課 平成31年03月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成３０年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
409,450

健康局 生活衛生課 平成31年03月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 環境衛生事業用追録　廃棄物処理実務便覧（788～795号）の買入にかかる経費の支出について
14,840

健康局 生活衛生課 平成31年03月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 動物愛護管理事業用愛犬手帳の印刷にかかる経費の支出について
366,249

健康局 生活衛生課 平成31年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用等　市内出張交通費の支出について（平成３１年１月分）
10,890

健康局 生活衛生課 平成31年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用等　市内出張交通費の支出について（平成３１年１月分）
5,700

健康局 生活衛生課 平成31年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用等　市内出張交通費の支出について（平成３１年１月分）
9,734

健康局 生活衛生課 平成31年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用等　市内出張交通費の支出について（平成３１年１月分）
12,176

健康局 生活衛生課 平成31年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用等　市内出張交通費の支出について（平成３１年１月分）
9,313

健康局 生活衛生課 平成31年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用BSE検査キット外2点の買入及び同経費の支出について
237,600

健康局 生活衛生課 平成31年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 住居衛生推進事業用　ダニ検査用マイティチェッカー外１点の買入に係る経費の支出について
84,240

健康局 生活衛生課 平成31年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用デジタルカメラ外2点の買入にかかる経費の支出について
10,422

健康局 生活衛生課 平成31年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 備品購入費　機械器具費 動物愛護管理事業用デジタルカメラ外2点の買入にかかる経費の支出について
85,320

健康局 生活衛生課 平成31年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成３０年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
508,000

健康局 生活衛生課 平成31年03月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 民泊関連事業　国への要望書提出、会議及び同経費の支出について（平成31年3月14日）
29,700

健康局 生活衛生課 平成31年03月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 薬務事務事業用追録「医薬品、医療機器関係実務便覧　外１点」の買入にかかる経費の支出について
7,983

健康局 生活衛生課 平成31年03月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 乳肉衛生事業用　平成３０年度中央卸売市場食品衛生検査所清掃業務委託料の支出について（２月分）
8,550

健康局 生活衛生課 平成31年03月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 備品購入費　機械器具費 備品等整備事業用　動物用血球計算器一式の買入経費の支出について
972,000

健康局 生活衛生課 平成31年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 薬務事務事業用　カーボン紙外３点の買入にかかる経費の支出について
8,186

健康局 生活衛生課 平成31年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　備品修繕料 乳肉衛生事業用冷却水循環装置の修理及び同経費の支出について
16,200
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健康局 生活衛生課 平成31年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 ビル衛生管理事業用　ホルムアルデヒド濃度測定器校正点検業務にかかる手数料の支出について
6,480

健康局 生活衛生課 平成31年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 乳肉衛生事業用等平成30年度リアルタイムPCR（中央卸売市場食品衛生検査所他２カ所設置分）保守点検業務委託の実施及び同経費の支出について
270,000

健康局 生活衛生課 平成31年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 乳肉衛生事業用等平成30年度リアルタイムPCR（中央卸売市場食品衛生検査所他２カ所設置分）保守点検業務委託の実施及び同経費の支出について
135,000

健康局 生活衛生課 平成31年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 狂犬病予防等事業用　ETC利用高速道路通行料の支出について（１月分）
13,520

健康局 生活衛生課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 優秀標贈呈事業用　優秀標の印刷にかかる経費の支出について
121,219

健康局 生活衛生課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 狂犬病予防等事業用　動物管理センター庁舎清掃業務委託料の支出について（２月分）
66,960

健康局 生活衛生課 平成31年03月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用プリンターインク　３色カラー外３点の買入にかかる経費の支出について
8,478

健康局 生活衛生課 平成31年03月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 と畜検査事業用　食肉衛生検査所庁舎清掃業務委託料の支出について（２月分）
108,000

健康局 生活衛生課 平成31年03月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 狂犬病予防等事業用　動物管理センター機械警備業務委託料の支出について（２月分）
7,668

健康局 生活衛生課 平成31年03月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 ビル衛生管理事業用　デジタル粉じん計法定点検業務委託の実施及び同経費の支出並びに同請負契約の締結について
70,500

健康局 生活衛生課 平成31年03月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 備品購入費　機械器具費 環境衛生事業用　ホルムアルデヒド測定器の買入に係る経費の支出について
338,040

健康局 生活衛生課 平成31年03月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成３０年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
1,230,000

健康局 生活衛生課 平成31年03月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成３０年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
92,300

健康局 生活衛生課 平成31年03月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成３０年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
80,000

健康局 生活衛生課 平成31年03月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成３０年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
88,200

健康局 生活衛生課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 報償費　報償金 環境衛生事業用「特定建築物の衛生管理に関する講習会」にかかる講師交通費の支出について
680

健康局 生活衛生課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 報償費　報償金 動物愛護管理事業用平成30年度動物取扱責任者研修会に係る講師謝礼の支出について
31,150

健康局 生活衛生課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等精製水外２点の買入にかかる経費の支出について（単価契約2月分）
1,355

健康局 生活衛生課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等無菌卵黄液外１５点の買入にかかる経費の支出について（単価契約2月分）
6,340

健康局 生活衛生課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等よう素外９点の買入にかかる経費の支出について（単価契約2月分）
8,348

健康局 生活衛生課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 環境衛生営業指導事業用「ＢＴＢ試薬外３点」の買入にかかる経費の支出について（単価契約2月分）
27,524

健康局 生活衛生課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 環境衛生営業指導事業用「硫酸外５点」の買入にかかる経費の支出について（単価契約２月分）
69,012

健康局 生活衛生課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等無菌卵黄液外１５点の買入にかかる経費の支出について（単価契約2月分）
13,543

健康局 生活衛生課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 環境衛生営業指導事業等用「消毒用エタノール又は酒税 免税ｱﾙｺｰﾙ製品　外６点」買入にかかる経費の支出について（単価契約２月分）
74,196

健康局 生活衛生課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等精製水外２点の買入にかかる経費の支出について（単価契約2月分）
3,888

健康局 生活衛生課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護事業用犬パルボウイルス検査ｷｯﾄ外５点の買入にかかる経費の支出について（単価契約2月分）
187,466

健康局 生活衛生課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 環境衛生営業指導事業等用「消毒用エタノール又は酒税 免税ｱﾙｺｰﾙ製品　外６点」買入にかかる経費の支出について（単価契約２月分）
5,670

健康局 生活衛生課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等無菌卵黄液外１５点の買入にかかる経費の支出について（単価契約2月分）
58,471

健康局 生活衛生課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用食品表示関係法規集追録の買入経費の支出について
17,366

健康局 生活衛生課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 環境衛生営業指導事業用「0.25mol/lシュウ酸ナトリウム溶液外６点」買入にかかる経費の支出について（単価契約２月分）
34,819

健康局 生活衛生課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等マンニット食塩寒天培地外３４点の買入にかかる経費の支出について（単価契約2月分）
72,846

健康局 生活衛生課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等無菌卵黄液外１５点の買入にかかる経費の支出について（単価契約2月分）
15,368

健康局 生活衛生課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等マンニット食塩寒天培地外３４点の買入にかかる経費の支出について（単価契約2月分）
345,945

健康局 生活衛生課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等マンニット食塩寒天培地外３４点の買入にかかる経費の支出について（単価契約2月分）
6,750

健康局 生活衛生課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等よう素外９点の買入にかかる経費の支出について（単価契約2月分）
16,556

健康局 生活衛生課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 食品衛生事業用等平成３０年度スクラバー・ドラフト等保守点検業務委託の実施及び同経費の支出について
331,560

健康局 生活衛生課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 食品衛生事業用等平成３０年度スクラバー・ドラフト等保守点検業務委託の実施及び同経費の支出について
444,960

健康局 生活衛生課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 食品衛生事業用等平成３０年度スクラバー・ドラフト等保守点検業務委託の実施及び同経費の支出について
230,040

健康局 生活衛生課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 乳肉衛生事業用平成３０年度分光光度計（中央卸売市場食品衛生検査所他１カ所設置分）保守点検業務委託の実施及び同経費の支出について
825,120

健康局 生活衛生課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 外国人滞在施設経営事業用タブレット端末の経費の支出について（2月分）
13,824

健康局 生活衛生課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 備品購入費　機械器具費 備品等整備事業用製氷機の買入経費の支出について
289,440

健康局 生活衛生課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 狂犬病予防等事業用　動物管理センターガス料金の支出について（２月分）
5,541

健康局 生活衛生課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 食品衛生事業用等「食品衛生講習会テキスト（冊子）外５点」の印刷にかかる経費の支出について
64,800

健康局 生活衛生課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 食品衛生事業用等「食品衛生講習会テキスト（冊子）外５点」の印刷にかかる経費の支出について
159,408

健康局 生活衛生課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 食品衛生事業用等「食品衛生講習会テキスト（冊子）外５点」の印刷にかかる経費の支出について
88,128

健康局 生活衛生課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 食品衛生事業用等「食品衛生講習会テキスト（冊子）外５点」の印刷にかかる経費の支出について
58,752

健康局 生活衛生課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 狂犬病予防等事業用　動物管理センター電気料金の支出について（２月分）
186,095
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健康局 生活衛生課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　建物修繕料 狂犬病予防等事業用動物管理センター外壁修繕業務の実施及び同経費の支出について
91,800

健康局 生活衛生課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 特定建築物等規制指導事業用　「特定建築物の衛生管理にかかる講習会」の実施にかかる会場使用料の支出について（平成３１年２月１８日・２月２８日開催）
32,700

健康局 生活衛生課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 備品購入費　機械器具費 食品衛生事業用　ＡＴＰ拭き取り検査機器の買入経費の支出について
950,400

健康局 生活衛生課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成３０年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
93,250

健康局 生活衛生課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成３０年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
414,800

健康局 生活衛生課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成３０年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
954,500

健康局 生活衛生課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用「食品表示関係法規集　追録　外１点」の買入にかかる経費の支出について（平成31年１月納品分）
45,230

健康局 生活衛生課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 民泊関連事業用「丸型回転印外１点」の買入及び同経費の支出について
5,616

健康局 生活衛生課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 一般事務事業用等　パウチフィルム外２６点の買入にかかる経費の支出について
24,890

健康局 生活衛生課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等重水素放電管外15点の買入にかかる経費の支出について
116,851

健康局 生活衛生課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用等　新食品添加物表示の実務2017の買入にかかる経費の支出について
68,396

健康局 生活衛生課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用等　新食品添加物表示の実務2017の買入にかかる経費の支出について
22,799

健康局 生活衛生課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 一般事務事業用等　パウチフィルム外２６点の買入にかかる経費の支出について
39,312

健康局 生活衛生課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等重水素放電管外15点の買入にかかる経費の支出について
121,489

健康局 生活衛生課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 一般事務事業用等　パウチフィルム外２６点の買入にかかる経費の支出について
49,766

健康局 生活衛生課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 乳肉衛生事業用中央卸売市場食品衛生検査所収去検査にかかる宿泊施設の借上経費の支出について（２月分）
7,128

健康局 生活衛生課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 食鳥検査事業用　平成３０年度食鳥検査にかかる宿泊施設借上経費の支出について（２月分）
119,841

健康局 生活衛生課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 備品購入費　機械器具費 備品等整備事業用　動物用生化学自動分析装置の買入経費の支出について
1,180,332

健康局 生活衛生課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成３０年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
119,250

健康局 生活衛生課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成３０年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
62,900

健康局 生活衛生課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 一般事務事業用等　携帯電話使用料の支出について（２月分）
38,413

健康局 生活衛生課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用電子はかりの買入にかかる経費の支出について
2,278

健康局 生活衛生課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用馬無菌脱繊維血液の買入にかかる経費の支出について（単価契約2月分）
14,580

健康局 生活衛生課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　食品衛生学雑誌の買入にかかる経費の支出について
24,000

健康局 生活衛生課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　食品衛生研究　外１点　の買入にかかる経費の支出について
64,800

健康局 生活衛生課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 一般事務事業用等　携帯電話使用料の支出について（２月分）
77,793

健康局 生活衛生課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 乳肉衛生事業用等　庁内情報ネットにおける通信サービス経費の支出について（２月分）
5,130

健康局 生活衛生課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 乳肉衛生事業用等　庁内情報ネットにおける通信サービス経費の支出について（２月分）
5,130

健康局 生活衛生課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 一般事務事業用等　携帯電話使用料の支出について（２月分）
27,226

健康局 生活衛生課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 乳肉衛生事業用等　庁内情報ネットにおける通信サービス経費の支出について（２月分）
5,130

健康局 生活衛生課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 乳肉衛生事業用等　庁内情報ネットにおける通信サービス経費の支出について（２月分）
5,130

健康局 生活衛生課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 備品購入費　機械器具費 備品等整備事業用　電子天秤の買入経費の支出について
59,724

健康局 生活衛生課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 備品等整備事業用　テント外２点の買入経費の支出について
194,400

健康局 生活衛生課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用協力動物病院ステッカーの印刷及び同経費の支出について
33,480

健康局 生活衛生課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 平成３０年度そ族昆虫防除事業用「生活と環境」（平成３０年４月号～平成３１年３月号）買入にかかる経費の支出について
13,577

健康局 生活衛生課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用腐葉土外２点の買入にかかる経費の支出について
32,940

健康局 生活衛生課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護事業用除菌消臭剤外１７点の買入にかかる経費の支出について（単価契約2月分）
238,302

健康局 生活衛生課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用高圧ガス用テフロンパッキンの買入及び同経費の支出について
4,320

健康局 生活衛生課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 食品衛生事業用放射性物質簡易検査機器保守点検業務委託の実施及び同経費の支出について
1,339,200

健康局 生活衛生課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 乳肉衛生事業用平成３０年度水銀測定装置保守点検業務委託の実施及び同経費の支出について
281,912

健康局 生活衛生課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 備品購入費　機械器具費 備品等整備事業用　テント外２点の買入経費の支出について
585,360

健康局 生活衛生課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 備品購入費　機械器具費 備品等整備事業用分析用電子天秤一式の買入経費の支出について
261,306

健康局 生活衛生課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成３０年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
283,250

健康局 生活衛生課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 一般事務事業用　市内出張交通費の支出について（平成３１年１月分）
100,771

健康局 生活衛生課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等サッカリンナトリウム二水和物外１５点の買入にかかる経費の支出について（単価契約3月分）
1,620

健康局 生活衛生課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等サッカリンナトリウム二水和物外１５点の買入にかかる経費の支出について（単価契約3月分）
71,604

健康局 生活衛生課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等カードロガー 外付温度センサー外１９点の買入にかかる経費の支出について（単価契約2月分）
99,857
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健康局 生活衛生課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護事業用等犬パルボウイルス検査ｷｯﾄ外１２点の買入にかかる経費の支出について（単価契約3月分）
22,572

健康局 生活衛生課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等カードロガー 外付温度センサー外１９点の買入にかかる経費の支出について（単価契約2月分）
113,648

健康局 生活衛生課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等ｐH9　標準液外１点の買入にかかる経費の支出について（単価契約3月分）
956

健康局 生活衛生課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等ｐH9　標準液外１点の買入にかかる経費の支出について（単価契約3月分）
1,479

健康局 生活衛生課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等カードロガー 外付温度センサー外１９点の買入にかかる経費の支出について（単価契約2月分）
6,804

健康局 生活衛生課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用等ＡＴＰ拭き取り検査試薬の買入にかかる経費の支出について
1,728,000

健康局 生活衛生課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等サッカリンナトリウム二水和物外１５点の買入にかかる経費の支出について（単価契約3月分）
13,500

健康局 生活衛生課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等サッカリンナトリウム二水和物外１５点の買入にかかる経費の支出について（単価契約3月分）
13,500

健康局 生活衛生課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等窒素ガス（圧縮）外３点の買入にかかる経費の支出について（単価契約2月分）
4,860

健康局 生活衛生課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等サッカリンナトリウム二水和物外１５点の買入にかかる経費の支出について（単価契約3月分）
34,376

健康局 生活衛生課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等窒素ガス（圧縮）外３点の買入にかかる経費の支出について（単価契約2月分）
11,664

健康局 生活衛生課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　ニトリル手袋Ｌ外３点の買入にかかる経費の支出について（Ｇ２０物品及び保健衛生検査所発注分）
79,563

健康局 生活衛生課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護事業用等犬パルボウイルス検査ｷｯﾄ外１２点の買入にかかる経費の支出について（単価契約3月分）
315,144

健康局 生活衛生課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　監視事務所用保健所印外２点の買入にかかる経費の支出について
63,072

健康局 生活衛生課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等窒素ガス（圧縮）外３点の買入にかかる経費の支出について（単価契約2月分）
28,620

健康局 生活衛生課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 動物愛護事業用等カラス啓発用ポスター外１点の印刷及び同経費の支出について
21,999

健康局 生活衛生課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 動物愛護事業用等カラス啓発用ポスター外１点の印刷及び同経費の支出について
21,870

健康局 生活衛生課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 食鳥検査事業用小口支払基金繰入金(食肉衛生検査所）の支出について（2月分）
9,281

健康局 生活衛生課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 動物愛護管理事業用小口支払基金繰入金(動物管理センター）の支出について（2月分）
20,000

健康局 生活衛生課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 動物愛護管理事業用小口支払基金繰入金(動物管理センター）の支出について（2月分）
2,200

健康局 生活衛生課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 備品購入費　機械器具費 備品等整備事業用　シンクの買入経費の支出について
116,181

健康局 生活衛生課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成３１年２月分）
8,316

健康局 生活衛生課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　消毒用エタノール又は酒税免税アルコール製品　外１点の買入にかかる経費の支出について（２月発注分）
44,215

健康局 生活衛生課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　無菌卵黄液　外５点の買入にかかる経費の支出について（２月発注分）
62,186

健康局 生活衛生課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等コピー代金の支出について（平成３１年２月分）
20,519

健康局 生活衛生課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等コピー代金の支出について（平成３１年２月分）
14,136

健康局 生活衛生課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 ビル衛生管理事業用　ゼロガス外４点の買入経費の支出について
58,752

健康局 生活衛生課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等アルミホイル外27点の買入にかかる経費の支出について
140,097

健康局 生活衛生課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等コピー代金の支出について（平成３１年２月分）
21,868

健康局 生活衛生課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用ウシ血清外2点の買入及び同経費の支出について
40,348

健康局 生活衛生課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等アルミホイル外27点の買入にかかる経費の支出について
42,595

健康局 生活衛生課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等アルミホイル外27点の買入にかかる経費の支出について
1,728

健康局 生活衛生課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 有害家庭用品規制指導事業用「チオ硫酸ナトリウム外３点」買入にかかる経費の支出について（単価契約2月分）
10,206

健康局 生活衛生課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等アルミホイル外27点の買入にかかる経費の支出について
54,670

健康局 生活衛生課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　ＥＢ試薬外１１点の買入にかかる経費の支出について（２月発注分）
137,430

健康局 生活衛生課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用　目やにとりシート外１２点の買入にかかる経費の支出について
52,704

健康局 生活衛生課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 環境衛生営業指導事業用「タイマー外６点」の買入にかかる経費の支出について（単価契約２月分）
139,708

健康局 生活衛生課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用　動物愛護相談室にかかるコピー代金の支出について（２月分）
53,136

健康局 生活衛生課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　白衣・帽子・マスクセット　サイズLL　外２点の買入経費の支出について
436,968

健康局 生活衛生課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　ＤＰＤ試薬外１点の買入にかかる経費の支出について（２月発注分）
4,777

健康局 生活衛生課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等アルミホイル外27点の買入にかかる経費の支出について
4,752

健康局 生活衛生課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用抗生物質外5点の買入及び同経費の支出について
46,623

健康局 生活衛生課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 狂犬病予防事業用　手書き納付書の印刷及び同経費の支出について
77,760

健康局 生活衛生課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 動物愛護管理事業用等　揮発油（レギュラー）スタンド給油料金の支出について（平成３１年２月分）
11,742

健康局 生活衛生課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 動物愛護管理事業用等　揮発油（レギュラー）スタンド給油料金の支出について（平成３１年２月分）
18,911

健康局 生活衛生課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 動物愛護管理事業用等　揮発油（レギュラー）スタンド給油料金の支出について（平成３１年２月分）
10,395

健康局 生活衛生課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 乳肉衛生事業用　中央市場食品衛生検査所電気・上下水道料金の支出について（２月分）
180,011
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健康局 生活衛生課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 乳肉衛生事業用　東部市場食品衛生検査所　電気・上下水道料金の支出について（２月分）
108,311

健康局 生活衛生課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　建物修繕料 乳肉衛生事業用　中央卸売市場食品衛生検査所蛍光灯修繕料の支出について
268,920

健康局 生活衛生課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　飼料費 乳肉衛生事業用等アルミホイル外27点の買入にかかる経費の支出について
9,072

健康局 生活衛生課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　飼料費 動物愛護管理事業用　目やにとりシート外１２点の買入にかかる経費の支出について
61,074

健康局 生活衛生課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 一般事務事業用　後納郵便料金の支出について（２月分）
388

健康局 生活衛生課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 と畜検査事業用電話回線使用料の支出について（食肉衛生検査所　平成３１年２月分）
2,574

健康局 生活衛生課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 食品衛生事業用等電子天秤保守点検業務委託の実施及び同経費の支出について
18,043

健康局 生活衛生課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料
平成３０年度大阪市食肉衛生検査所及び保健衛生検査所における産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託（概算契約）の実施及び同経費の支出について（２
月分） 12,312

健康局 生活衛生課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 食品衛生事業用等ｐＨメーター保守点検業務委託の実施及び同経費の支出について
27,000

健康局 生活衛生課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 食品衛生事業用等電子天秤保守点検業務委託の実施及び同経費の支出について
126,301

健康局 生活衛生課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料
平成３０年度大阪市食肉衛生検査所及び保健衛生検査所における産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託（概算契約）の実施及び同経費の支出について（２
月分） 10,530

健康局 生活衛生課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 食品衛生事業用等ｐＨメーター保守点検業務委託の実施及び同経費の支出について
27,000

健康局 生活衛生課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料
平成３０年度大阪市食肉衛生検査所及び保健衛生検査所における産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託（概算契約）の実施及び同経費の支出について（２
月分） 10,530

健康局 生活衛生課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 食品衛生事業用等電子天秤保守点検業務委託の実施及び同経費の支出について
155,145

健康局 生活衛生課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 食品衛生事業用等ｐＨメーター保守点検業務委託の実施及び同経費の支出について
54,000

健康局 生活衛生課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 そ族昆虫防除事業　平成３０年度公共発生源への薬剤散布業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
79,920

健康局 生活衛生課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 食品衛生事業用等電子天秤保守点検業務委託の実施及び同経費の支出について
108,751

健康局 生活衛生課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 平成３０年度　大阪市動物管理センター一般廃棄物収集・運搬業務の実施及び同経費の支出について（２月分）
2,590

健康局 生活衛生課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 動物愛護管理事業用平成３０年度動物取扱責任者研修会(第２～６回)に係る会場使用料の支出について
29,800

健康局 生活衛生課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 備品購入費　機械器具費 備品等整備事業用　簡易冷暖房機能付ケージの買入経費の支出について
1,101,060

健康局 生活衛生課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 備品購入費　機械器具費 備品等整備事業用　耐火金庫一式の買入経費の支出について
116,424

健康局 生活衛生課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 備品購入費　機械器具費 備品等整備事業用冷凍庫の買入経費の支出について
246,240

健康局 生活衛生課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 備品購入費　機械器具費 備品等整備事業用　薬用冷蔵ショーケースの買入経費の支出について
408,240

健康局 生活衛生課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 備品購入費　機械器具費 備品等整備事業用高速液体クロマトグラフ一式の買入経費の支出について
2,774,520

健康局 生活衛生課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成３０年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
301,500

健康局 こころの健康センター 平成31年03月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成30年度依存症者家族教室にかかる講師謝礼金の支出について（平成31年2月4日実施）
10,880

健康局 こころの健康センター 平成31年03月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 障害保健福祉関係主管課長会議への出席にかかる旅費の支出について
29,240

健康局 こころの健康センター 平成31年03月04日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 こころの健康センター管理運営用「付箋　外３３点」の買入経費の支出について
234,910

健康局 こころの健康センター 平成31年03月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 ピアサポーターによる地域交流会にかかる講師謝礼の支出について（平成31年2月14日開催分）
29,380

健康局 こころの健康センター 平成31年03月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成30年度精神保健福祉関係職員現任研修にかかる講師謝礼金の支出について（平成31年2月13日開催分）
21,860

健康局 こころの健康センター 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神医療審査会委員報酬の支出について（実地面接・平成31年2月5日実施分）
33,000

健康局 こころの健康センター 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神医療審査会委員報酬の支出について（実地面接・平成31年2月7日実施分）
33,000

健康局 こころの健康センター 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神医療審査会委員報酬の支出について（実地指導・平成31年2月8日実施分）
30,240

健康局 こころの健康センター 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神医療審査会委員報酬の支出について（実地指導・平成31年2月6日実施分）
20,160

健康局 こころの健康センター 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神医療審査会委員報酬の支出について（実地指導・平成31年2月8日実施分）
420

健康局 こころの健康センター 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神医療審査会委員報酬の支出について（実地面接・平成31年2月7日実施分）
2,260

健康局 こころの健康センター 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神医療審査会委員報酬の支出について（実地面接・平成31年2月5日実施分）
680

健康局 こころの健康センター 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神医療審査会委員報酬の支出について（実地指導・平成31年2月6日実施分）
560

健康局 こころの健康センター 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 障がい者の乗車料金福祉措置事業用総福応用連票（Ａ４縦）の印刷に係る経費の支出について
141,177

健康局 こころの健康センター 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 障がい者の乗車料金福祉措置事業用乗車証等送付用窓あき封筒の買入に係る経費の支出について
618,732

健康局 こころの健康センター 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 自殺防止対策事業用　自殺防止啓発用ポケットティッシュ印刷経費の支出について
194,400

健康局 こころの健康センター 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 平成30年度精神障がい者地域生活移行推進業務委託料の支出について（平成31年1月分）
35,800

健康局 こころの健康センター 平成31年03月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成30年度依存症者家族教室にかかる講師謝礼金の支出について（平成31年2月15日実施）
15,960

健康局 こころの健康センター 平成31年03月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 ゲートキーパー研修にかかる講師謝礼金の支出について（平成31年2月18日分）
22,320

健康局 こころの健康センター 平成31年03月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神医療審査会委員報酬の支出について（実地面接・平成31年2月12日実施分）
33,000

健康局 こころの健康センター 平成31年03月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成30年度ひきこもり市民講座にかかる講師謝礼金の支出について（平成31年2月20日）
14,980

健康局 こころの健康センター 平成31年03月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神医療審査会委員報酬の支出について（実地面接・平成31年2月12日実施分）
2,760
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健康局 こころの健康センター 平成31年03月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神医療審査会委員報酬の支出について（実地指導・平成31年2月14日実施分）
30,240

健康局 こころの健康センター 平成31年03月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神医療審査会委員報酬の支出について（実地指導・平成31年2月14日実施分）
1,480

健康局 こころの健康センター 平成31年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 大阪市自立支援医療費（精神通院）支給認定・手帳交付審査委員会委員報酬等（２月分）の支出について
231,000

健康局 こころの健康センター 平成31年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 大阪市自立支援医療費（精神通院）支給認定・手帳交付審査委員会委員報酬等（２月分）の支出について
8,600

健康局 こころの健康センター 平成31年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　印刷製本費 障がい者の乗車料金福祉措置事業用タクシー給付券交付ちらし外５点の印刷に係る経費の支出について
243,670

健康局 こころの健康センター 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神科病院への実地指導にかかる報酬の支出について（平成31年2月18日実施分）
30,240

健康局 こころの健康センター 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神科病院への実地指導にかかる報酬の支出について（平成31年2月18日実施分）
1,240

健康局 こころの健康センター 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　其他委員等旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（平成３０年１２月分）
14,070

健康局 こころの健康センター 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　其他委員等旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（平成３０年１２月分）
360

健康局 こころの健康センター 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　其他委員等旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（平成３０年１２月分）
2,370

健康局 こころの健康センター 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　其他委員等旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（平成３０年１２月分）
680

健康局 こころの健康センター 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（平成３０年１２月分）
1,160

健康局 こころの健康センター 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（平成３０年１２月分）
37,266

健康局 こころの健康センター 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（平成３０年１２月分）
3,000

健康局 こころの健康センター 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（平成３０年１２月分）
1,320

健康局 こころの健康センター 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（平成３０年１２月分）
5,840

健康局 こころの健康センター 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（平成３０年１２月分）
3,380

健康局 こころの健康センター 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 こころの健康センター管理運営用「模造紙外１点」の買入経費の支出について
5,076

健康局 こころの健康センター 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療費（精神通院医療）の支出について（国保・３月審査分（概算））
86,462,437

健康局 こころの健康センター 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療費（精神通院医療）の支出について（国保（後期高齢）・２月審査分（追給））
978,998

健康局 こころの健康センター 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 措置入院事業用（２月審査分・国保）入院費の支出について
1,390,797

健康局 こころの健康センター 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療費（精神通院医療）の支出について（国保（後期高齢）・３月審査分（概算））
3,100,000

健康局 こころの健康センター 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 措置入院事業用（２月審査分・後期高齢）入院費の支出について
101,210

健康局 こころの健康センター 平成31年03月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 こころの健康センター管理運営用精神保健福祉関係例規集追録（242-243号）の買入にかかる経費の支出について
14,600

健康局 こころの健康センター 平成31年03月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 平成30年度精神障がい者地域生活移行推進業務委託料の支出について（平成30年11月分）
27,040

健康局 こころの健康センター 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神医療審査会委員報酬の支出について（合議体・平成31年2月21日実施分）
82,500

健康局 こころの健康センター 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成30年度精神保健福祉関係職員現任研修にかかる講師謝礼金の支出について（平成31年2月27日開催分）
22,360

健康局 こころの健康センター 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成30年度ひきこもり市民講座にかかる講師謝礼金の支出について（平成31年2月27日開催分）
10,860

健康局 こころの健康センター 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神医療審査会委員報酬の支出について（合議体・平成31年2月21日実施分）
2,820

健康局 こころの健康センター 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 精神保健事業用総福改ざん防止連票（Ａ４縦）の印刷にかかる経費の支出について（第２回・完納）
99,900

健康局 こころの健康センター 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業用　小口支払基金２月使用分の繰入について
8,200

健康局 こころの健康センター 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（２月審査分・後期高齢）支払事務委託料の支出について
110,826

健康局 こころの健康センター 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 措置入院事業用（２月審査分・社保）支払事務委託料の支出について
2,970

健康局 こころの健康センター 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 措置入院事業用（２月審査分・後期高齢）支払事務委託料の支出について
282

健康局 こころの健康センター 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 総合福祉システム（福祉五法）出力帳票等封入封緘業務委託料の支出について（２月分）
375,638

健康局 こころの健康センター 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 措置入院事業用（２月分・社保）レセプト電子データ提供委託料の支出について
560

健康局 こころの健康センター 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（２月分・社保）レセプト電子データ提供委託料の支出について
122,058

健康局 こころの健康センター 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 措置入院事業用（２月審査分・国保）支払事務委託料の支出について
1,410

健康局 こころの健康センター 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（２月審査分・国保）支払事務委託料の支出について
2,826,016

健康局 こころの健康センター 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（２月審査分・社保）支払事務委託料の支出について
3,916,768

健康局 こころの健康センター 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療費（精神通院医療）の支出について（社保・３月審査分（概算））
350,000,000

健康局 こころの健康センター 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 精神障がい者措置入院費の支出について（社保・３月審査分（概算））
2,000,000

健康局 こころの健康センター 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 大阪市都島センタービル清掃業務委託料の支出について（平成３１年２月分）
32,778

健康局 こころの健康センター 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（２月審査分・介護）支払事務委託料の支出について
1,900

健康局 こころの健康センター 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療（精神通院）（２月審査分・介護）医療費の支出について
69,196

健康局 こころの健康センター 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 措置入院者等退院後支援事業における支援対象者の「退院後の支援にかかる会議」への出席にかかる旅費の支出について
1,940

健康局 こころの健康センター 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 平成30年度精神保健搬送車運行等業務委託料の支出について（平成３１年２月分）
945,000
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健康局 こころの健康センター 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神医療審査会委員報酬の支出について（実地審査・平成31年2月26日実施分）
10,080

健康局 こころの健康センター 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神医療審査会委員報酬の支出について（実地審査・平成31年2月26日実施分）
1,040

健康局 こころの健康センター 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 こころの健康センター管理運営用　庁内情報ネットワークにかかる回線等使用料の支出について（平成３１年２月分）
5,130

健康局 こころの健康センター 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神科病院への実地指導にかかる報酬の支出について（平成31年2月27日実施分）
30,240

健康局 こころの健康センター 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神科病院への実地指導にかかる報酬の支出について（平成31年2月27日実施分）
800

健康局 こころの健康センター 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 平成30年度精神障がい者地域生活移行推進業務委託料の支出について（平成31年2月分）
35,800

健康局 こころの健康センター 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神科病院への実地指導にかかる報酬の支出について（平成31年2月28日実施分）
30,240

健康局 こころの健康センター 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神科病院への実地指導にかかる報酬の支出について（平成31年2月28日実施分）
320

健康局 こころの健康センター 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 措置・緊急措置診察及び入院事業用「サージカルマスク外２点」買入にかかる経費の支出について
8,964

健康局 こころの健康センター 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 こころの健康センター管理運営用「3回線音声応答装置セット」買入にかかる経費の支出について
109,350

健康局 こころの健康センター 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 こころの健康センターにかかる電気及び水道料金の支出について（平成３１年２月分）
124,446

健康局 こころの健康センター 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 こころの健康センターにかかる電気及び水道料金の支出について（平成３１年２月分）
22,992

健康局 こころの健康センター 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 精神障がい者地域生活移行推進業務委託料の支出について（平成31年2月分）
26,960

健康局 こころの健康センター 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 精神障がい者地域生活移行推進業務委託料の支出について（平成31年2月分）
26,040

健康局 こころの健康センター 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 大阪市都島センタービルの建物・設備の管理及び保守並びに保安・警備に関する業務委託料の支出について（平成３１年２月分）
226,260

健康局 こころの健康センター 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 精神障がい者地域生活移行推進業務委託料の支出について（平成31年1月分）
13,020

健康局 こころの健康センター 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神医療審査会委員報酬の支出について（実地面接・平成31年3月4日実施分）
33,000

健康局 こころの健康センター 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神保健指定医の診察に係る報酬及び旅費の支出について（平成３１年２月分）
241,920

健康局 こころの健康センター 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神医療審査会委員報酬の支出について（実地面接・平成31年3月8日実施分）
33,000

健康局 こころの健康センター 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 ピアサポーターによる精神科病院での啓発講座にかかる講師謝礼の支出について（平成31年2月26日開催分）
10,440

健康局 こころの健康センター 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神保健指定医の診察に係る報酬及び旅費の支出について（平成３１年２月分）
8,140

健康局 こころの健康センター 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神医療審査会委員報酬の支出について（実地面接・平成31年3月8日実施分）
360

健康局 こころの健康センター 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神医療審査会委員報酬の支出について（実地面接・平成31年3月4日実施分）
3,220

健康局 こころの健康センター 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　其他委員等旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（平成３１年１月分）
660

健康局 こころの健康センター 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　其他委員等旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（平成３１年１月分）
9,340

健康局 こころの健康センター 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（平成３１年１月分）
30,074

健康局 こころの健康センター 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（平成３１年１月分）
8,240

健康局 こころの健康センター 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（平成３１年１月分）
1,080

健康局 こころの健康センター 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（平成３１年１月分）
4,217

健康局 こころの健康センター 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（平成３１年１月分）
3,940

健康局 こころの健康センター 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（平成３１年１月分）
600

健康局 こころの健康センター 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（平成３１年１月分）
2,330

健康局 こころの健康センター 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
25,922

健康局 こころの健康センター 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
15,103

健康局 こころの健康センター 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
317,045

健康局 こころの健康センター 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
1,062

健康局 こころの健康センター 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
18,585

健康局 こころの健康センター 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
6,332

健康局 こころの健康センター 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
4,659

健康局 こころの健康センター 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（平成３１年２月分）
1,578

健康局 こころの健康センター 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院医療）受給者別一覧表電子媒体提供料の支出について（国保・２月審査分）
3,000

健康局 こころの健康センター 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 平成30年度精神障がい者地域生活移行推進業務委託料の支出について（平成30年12月分）
13,140

健康局 保健所管理課 平成31年03月01日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 保健所管理運営用　コピー代（保健所　1月分）の支出について
71,762

健康局 保健所管理課 平成31年03月01日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 保健所管理運営用　コピー代（保健衛生検査所及び放射線技術検査所　1月分）の支出について
28,625

健康局 保健所管理課 平成31年03月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 平成30年度国民健康・栄養調査市内出張交通費（平成30年10月～平成31年1月分）の支出について
2,024

健康局 保健所管理課 平成31年03月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　消耗品費 保健所管理運営用　コピー代（保健所　1月分）の支出について
9,478

健康局 保健所管理課 平成31年03月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成30年度公害診療報酬請求書等作成に係る作表等処理業務委託（概算契約）経費の支出について（平成31年1月分）
396,461
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健康局 保健所管理課 平成31年03月04日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 大阪市在宅人工呼吸器使用患者支援事業用　訪問看護費委託料の支出について（平成31年１月分）
153,950

健康局 保健所管理課 平成31年03月04日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 大阪市在宅人工呼吸器使用患者支援事業用　訪問看護費委託料の支出について（平成31年１月分）
83,200

健康局 保健所管理課 平成31年03月04日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 大阪市在宅人工呼吸器使用患者支援事業用　訪問看護費委託料の支出について（平成31年１月分）
17,500

健康局 保健所管理課 平成31年03月04日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 大阪市在宅人工呼吸器使用患者支援事業用　訪問看護委託料の支出について（平成31年１月分）
53,800

健康局 保健所管理課 平成31年03月04日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 平成30年度　先天性代謝異常等検査業務にかかる委託料の支出について（平成31年1月分）
2,054,283

健康局 保健所管理課 平成31年03月04日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　呼吸器講演会事業に係る会場使用料の支出について（平成31年2月16日開催北区民センター）
38,470

健康局 保健所管理課 平成31年03月05日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　燃料費 保健所管理運営用　揮発油レギュラー注油券料金の支出について（１月分）
5,246

健康局 保健所管理課 平成31年03月06日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　保健所（管理）市内出張交通費の支出について（９月分）
6,536

健康局 保健所管理課 平成31年03月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 大阪市在宅人工呼吸器使用患者支援事業用　訪問看護委託料の支出について（平成31年１月分）
7,500

健康局 保健所管理課 平成31年03月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 インフルエンザ自己負担費用助成金（平成３０年１２月後期分）の口座振替不能による再支出について
4,000

健康局 保健所管理課 平成31年03月07日 一般会計 健康費 健康費 健康費 負担金、補助及交付金　分担金 保健所管理運営用　船場センタービル修繕積立金の支出について（保健衛生検査所平成31年3月分）
103,469

健康局 保健所管理課 平成31年03月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 大阪市在宅人工呼吸器使用患者支援事業用　訪問看護費委託料の支出について（平成31年１月分）
194,350

健康局 保健所管理課 平成31年03月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　其他扶助金 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（3032号）
80,490

健康局 保健所管理課 平成31年03月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　其他扶助金 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（3031号）
54,660

健康局 保健所管理課 平成31年03月08日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　保健所（保健衛生検査所）市内出張交通費の支出について（９月分）
41,347

健康局 保健所管理課 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 保健栄養指導事業用給食施設巡回指導ポスター及び地域活動育成事業用地区組織活動研修会テキスト印刷経費の支出について
17,550

健康局 保健所管理課 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 保健栄養指導事業用給食施設巡回指導ポスター及び地域活動育成事業用地区組織活動研修会テキスト印刷経費の支出について
66,690

健康局 保健所管理課 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 指定難病審査会委員報酬の支出について（平成31年２月分）
175,500

健康局 保健所管理課 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 在宅療養支援計画ケース検討会にかかる従事医師報償金の支出について（平成31年1月30日開催分）
24,830

健康局 保健所管理課 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 小児慢性特定疾病用医療費の支出について(平成31年2月15日請求分)
1,492

健康局 保健所管理課 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 報償費　報償金 平成30年度呼吸器講演会事業に係る報償金の支出について（平成31年2月16日開催分）
8,220

健康局 保健所管理課 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　消耗品費 2019年度公害療養相談会（前期）案内ビラ　外１点　印刷にかかる経費の支出について
50,760

健康局 保健所管理課 平成31年03月11日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　保健所（医師）市内出張交通費の支出について（９月分）
23,588

健康局 保健所管理課 平成31年03月11日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　放射線技術検査所　市内出張交通費の支出について（８月分）
99,203

健康局 保健所管理課 平成31年03月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 保健栄養指導事業費（市内出張交通費）平成３１年１月分の支出について
23,877

健康局 保健所管理課 平成31年03月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 平成３０年度２月分インフルエンザ予防接種自己負担費用助成金の支出について
129,966

健康局 保健所管理課 平成31年03月13日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　保健所（管理）市内出張交通費の支出について（１０月分）
7,342

健康局 保健所管理課 平成31年03月13日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 保健所管理運営用　船場センタービルにかかる光熱水費の支出について（保健衛生検査所１月分）
600

健康局 保健所管理課 平成31年03月13日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 保健所管理運営用　船場センタービルにかかる光熱水費の支出について（保健衛生検査所１月分）
35,343

健康局 保健所管理課 平成31年03月13日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 保健所管理運営用　船場センタービルにかかる光熱水費の支出について（保健衛生検査所１月分）
1,612

健康局 保健所管理課 平成31年03月13日 一般会計 健康費 健康費 健康費 負担金、補助及交付金　分担金 保健所管理運営用　船場センタービル管理費の支出について（保健衛生検査所平成31年3月分）
548,388

健康局 保健所管理課 平成31年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成30年10月分）
367

健康局 保健所管理課 平成31年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成30年11月分）
900

健康局 保健所管理課 平成31年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成30年10月分）
828

健康局 保健所管理課 平成31年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成30年11月分）
1,141

健康局 保健所管理課 平成31年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成30年10月分）
1,701

健康局 保健所管理課 平成31年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成30年10月分）
2,568

健康局 保健所管理課 平成31年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成30年11月分）
1,535

健康局 保健所管理課 平成31年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成30年10月分）
414

健康局 保健所管理課 平成31年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成30年11月分）
1,896

健康局 保健所管理課 平成31年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成30年11月分）
381

健康局 保健所管理課 平成31年03月14日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 保健所管理運営用　電話台買入にかかる経費の支出について
45,360

健康局 保健所管理課 平成31年03月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用障害補償費の支出について（３月分）
405,490

健康局 保健所管理課 平成31年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成30年度　公害診療報酬請求書等作成に係る封入封緘等処理業務委託（概算契約）経費の支出について（平成31年2月分）
126,666

健康局 保健所管理課 平成31年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 使用料及賃借料　使用料 公害健康被害補償システム用サーバ等機器及びソフトウェア借入（長期契約）経費の支出について（平成31年2月分）
50,068

健康局 保健所管理課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 保健所管理運営用　電話交換機長期借入の同経費の支出について（平成３１年２月分）
47,088

健康局 保健所管理課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 育成医療事業用医療費の支出について（国保　平成31年2月分）（1月診療分　確定払い）
20,170
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健康局 保健所管理課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 小児慢性特定疾病医療支援事業用医療費の支出について（平成31年2月診療分　国保連）（3月審査分　概算払い）
4,359,230

健康局 保健所管理課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 特定医療費（指定難病）事業用医療費の支出について（平成31年2月診療分　国保連後期高齢）（3月審査分　概算払い）
16,112,996

健康局 保健所管理課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 未熟児養育医療事業用医療費の支出について（国保　平成31年2月分）（1月診療分確定払い）
4,000,533

健康局 保健所管理課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 特定医療費（指定難病）事業用医療費の支出について（平成31年2月診療分　国保連医療）（3月審査分　概算払い）
35,392,097

健康局 保健所管理課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 報酬　其他委員等報酬 公害健康被害補償事業用公害診療報酬審査委員会　委員報酬の支出について（平成31年2月分）
136,500

健康局 保健所管理課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 報酬　其他委員等報酬 公害健康被害補償事業用公害健康被害認定審査会　第48回大気汚染公害認定研究会出席に伴う委員報酬の支出について
19,500

健康局 保健所管理課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 報酬　其他委員等報酬 公害健康被害補償事業用公害健康被害認定審査会　委員報酬の支出について（平成31年2月分）
507,000

健康局 保健所管理課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 報償費　報償金 アレルギー予防教室、乳幼児アトピー・ぜん息相談に係る医師報償金の支出について（平成３１年３月４日　西成区保健福祉センター実施分）
12,415

健康局 保健所管理課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 報償費　報償金 アレルギー予防教室、乳幼児アトピー・ぜん息相談に係る医師報償金の支出について（平成３１年３月４日　西成区保健福祉センター実施分）
12,415

健康局 保健所管理課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　費用弁償 公害健康被害補償事業用公害診療報酬審査委員会　委員報酬の支出について（平成31年2月分）
4,340

健康局 保健所管理課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　費用弁償 公害健康被害補償事業用公害健康被害認定審査会　委員報酬の支出について（平成31年2月分）
11,880

健康局 保健所管理課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成３０年度公害健康被害補償システム（医療費支払）パンチデータ作成業務委託にかかる支出について（２月分）
133,885

健康局 保健所管理課 平成31年03月19日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　保健所（医師）市内出張交通費の支出について（１０月分）
31,354

健康局 保健所管理課 平成31年03月19日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 保健所管理運営用　放射線技術検査所・浪速図書館機械警備業務経費（平成30年2月分）の支出について（長期継続）
9,720

健康局 保健所管理課 平成31年03月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　消耗品費 公害健康被害補償事業用輪ゴム外１８点の買入にかかる経費の支出について
38,134

健康局 保健所管理課 平成31年03月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 公害健康被害補償事業用公害文書料・医学的検査料の支出について（医師会医療機関・非医師会医療機関１月分）
3,709,974

健康局 保健所管理課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成３０年度地区組織活動育成用　健康づくり地区組織活動研修会講師報償金の支出について（２月２７日実施分）
13,680

健康局 保健所管理課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 使用料及賃借料　使用料 平成３０年度地区組織活動育成事業用　健康づくり地区組織活動研修会における会場使用料の支出について（２月２７日実施分）
32,750

健康局 保健所管理課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 公費負担医療に係るレセプト電子データ提供業務委託料の支出について（育成医療ほか３医療）（平成31年2月作成分）
4,657

健康局 保健所管理課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 特定医療費（指定難病）事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成31年2月審査分・社保）
485,435

健康局 保健所管理課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 公費負担医療に係るレセプト電子データ提供業務委託料の支出について（育成医療ほか３医療）（平成31年2月作成分）
20,706

健康局 保健所管理課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 未熟児養育医療事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成31年2月審査分・社保）
9,381

健康局 保健所管理課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 公費負担医療に係るレセプト電子データ提供業務委託料の支出について（育成医療ほか３医療）（平成31年2月作成分）
259

健康局 保健所管理課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 特定医療費（指定難病）事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成31年2月審査分　国保連）
592,012

健康局 保健所管理課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成31年2月審査分・社保）
3,382

健康局 保健所管理課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 特定医療費（指定難病）事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成31年2月審査分　国保連後期高齢）
363,686

健康局 保健所管理課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 こども難病医療費助成事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成31年2月審査分・社保）
76

健康局 保健所管理課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 公費負担医療に係るレセプト電子データ提供業務委託料の支出について（育成医療ほか３医療）（平成31年2月作成分）
154

健康局 保健所管理課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 小児慢性特定疾病医療支援事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成31年2月審査分　国保連）
54,238

健康局 保健所管理課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 未熟児養育医療事業用医療費審査支払委託料の支出について（国保　平成31年2月審査分）
3,290

健康局 保健所管理課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 小児慢性特定疾病医療支援事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成31年2月審査分・社保）
140,523

健康局 保健所管理課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療事業用医療費支払審査委託料の支出について（国保　平成31年2月審査分）
752

健康局 保健所管理課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 育成医療事業用医療費の支出について（平成31年3月分・社保）（2月診療分・概算払い）
10,000

健康局 保健所管理課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 こども難病医療費助成事業用医療費の支出について（平成31年3月分・社保）
842

健康局 保健所管理課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 小児慢性特定疾病医療支援事業用医療費の支出について（平成31年3月分・社保）（2月診療分・概算払い）
25,000,000

健康局 保健所管理課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 未熟児養育医療事業用医療費の支出について（平成31年3月分・社保）（2月診療分・概算払い）
5,000,000

健康局 保健所管理課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 特定医療費（指定難病）事業用医療費の支出について（平成31年3月分・社保）（2月診療分・概算払い）
120,000,000

健康局 保健所管理課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　保健所（保健衛生検査所）市内出張交通費の支出について（１０月分）
52,143

健康局 保健所管理課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 一般業務用　保健所ＡＤＳＬ使用料（放射線技術検査所・保健衛生検査所　２月分）の支出について
10,260

健康局 保健所管理課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 特定医療費（指定難病）事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成31年2月審査分　国保連介護）
141,835

健康局 保健所管理課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 特定医療費（指定難病）事業用医療費の支出について（国保 介護　平成31年2月分）（1月給付分　確定払い）
3,033,214

健康局 保健所管理課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　其他委員等旅費 管理課審査・給付用市内出張交通費の支出について（平成31年２月分）
3,920

健康局 保健所管理課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 管理課審査・給付用市内出張交通費の支出について（平成31年２月分）
794

健康局 保健所管理課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 管理課審査・給付用市内出張交通費の支出について（平成31年２月分）
2,082

健康局 保健所管理課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　保健所（管理）市内出張交通費の支出について（１１月分）
3,466

健康局 保健所管理課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　放射線技術検査所　市内出張交通費の支出について（９月分）
101,107

健康局 保健所管理課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 保健所管理運営用　コピー代（保健衛生検査所及び放射線技術検査所　2月分）の支出について
32,650
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健康局 保健所管理課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 保健所管理運営用　電気料金（大阪市街地開発　２月分）の支出について
139,544

健康局 保健所管理課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 保健所管理運営用　電気料金（あべのメディックス　２月分）の支出について
202,868

健康局 保健所管理課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成３０年１２月分）
230

健康局 保健所管理課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成３０年１２月分）
460

健康局 保健所管理課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成３０年１２月分）
2,934

健康局 保健所管理課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 特定医療費（指定難病）支援事業用等スタンプ外１９点の買入にかかる経費の支出について
18,189

健康局 保健所管理課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 特定医療費（指定難病）支援事業用等スタンプ外１９点の買入にかかる経費の支出について
46,611

健康局 保健所管理課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 特定医療費（指定難病）償還払いの支出について（２月分）
8,540,938

健康局 保健所管理課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成３０年１２月分）
4,352

健康局 保健所管理課 平成31年03月25日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成24年度小児慢性特定疾患治療研究費国庫補助金の交付額確定に伴う受入超過分の返還金の支出について
1,000

健康局 保健所管理課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　保健所（医師）市内出張交通費の支出について（１１月分）
28,696

健康局 保健所管理課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　保健所（保健衛生検査所）市内出張交通費の支出について（１１月分）
55,686

健康局 保健所管理課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成30年度食生活習慣改善指導業務委託（概算契約)に係る委託料の支出について（２月分）
487,296

健康局 保健所管理課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 石綿ばく露者の健康管理に関する検討会への出席にかかる経費の支出について
29,640

健康局 保健所管理課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 先天性代謝異常等検査業務にかかる委託料の支出について（平成31年2月分）
1,693,865

健康局 保健所管理課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　其他扶助金 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（3033号）
169,000

健康局 保健所管理課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　其他扶助金 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（3022号）
143,650

健康局 保健所管理課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成30年度公害診療報酬請求書等作成に係る作表等処理業務委託（概算契約）経費の支出について（平成31年2月分）
152,544

健康局 保健所管理課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用管理医師市内出張交通費の支出について（9月分）
37,012

健康局 保健所管理課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用管理医師市内出張交通費の支出について（10月分）
52,670

健康局 保健所管理課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用未支給の補償給付の支出について（３月支払分）
93,600

健康局 保健所管理課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用葬祭料の支出について（３月支払分）
3,251,540

健康局 保健所管理課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用遺族補償一時金の支出について（３月支払分）
20,252,700

健康局 保健所管理課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用遺族補償費の支出について（３月支払分）
297,875

健康局 保健所管理課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用未支給の補償給付の支出について（３月支払分）
1,594,120

健康局 保健所管理課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用管理医師市内出張交通費の支出について（1月分）
41,366

健康局 保健所管理課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　保健所（管理）市内出張交通費の支出について（１２月分）
4,926

健康局 保健所管理課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　放射線技術検査所　市内出張交通費の支出について１１月分）
105,996

健康局 保健所管理課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　保健所（管理）市内出張交通費の支出について（１月分）
2,492

健康局 保健所管理課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　放射線技術検査所　市内出張交通費の支出について（１０月分）
108,685

健康局 保健所管理課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　放射線技術検査所　市内出張交通費の支出について（１２月分）
96,650

健康局 保健所管理課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　保健所（保健衛生検査所）市内出張交通費の支出について（１２月分）
60,006

健康局 保健所管理課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 保健所管理運営用　コピー代（保健所　2月分）の支出について
93,796

健康局 保健所管理課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 保健所一般業務用公用車の洗車にかかる水道料の支出について（平成３０年度分）
3,000

健康局 保健所管理課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 平成３０年度　保健所管理運営用　保健衛生検査所定期清掃業務委託料の支出について
75,600

健康局 保健所管理課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器（健康局）一式の長期借入に係る賃借料の支出について（平成31年2月分）
3,234

健康局 保健所管理課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 保健栄養指導事業費（市内出張交通費）平成３１年２月分の支出について
44,833

健康局 保健所管理課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成31年2月分）
240

健康局 保健所管理課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成31年2月分）
1,627

健康局 保健所管理課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成31年1月分）
1,598

健康局 保健所管理課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成31年1月分）
378

健康局 保健所管理課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成31年1月分）
560

健康局 保健所管理課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成31年1月分）
2,223

健康局 保健所管理課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成31年1月分）
414

健康局 保健所管理課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成31年1月分）
460

健康局 保健所管理課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成31年2月分）
412,548

健康局 保健所管理課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成31年2月分）
1,474
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健康局 保健所管理課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成31年2月分）
49,481

健康局 保健所管理課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成31年2月分）
12,024

健康局 保健所管理課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成31年2月分）
1,144

健康局 保健所管理課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成31年2月分）
82

健康局 保健所管理課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料
特定医療費（指定難病）事業用公費負担医療受給者別一覧表及び過誤調整結果通知書の複写電子媒体の作成業務委託料の支出について（平成31年2月作成
分） 3,000

健康局 保健所管理課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療用公費負担医療受給者別一覧表及び過誤調整結果通知書の複写電子媒体の作成業務委託料の支出について（平成31年2月作成分）
3,000

健康局 保健所管理課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器（健康局）一式の長期借入に係る賃借料の支出について（平成31年2月分）
3,235

健康局 保健所管理課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 特定医療費(指定難病)用母子保健医療費公費負担システム用機器の借入にかかる賃借料の支出について（平成31年2月分）
22,680

健康局 保健所管理課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器（健康局）一式の長期借入に係る賃借料の支出について（平成31年2月分）
6,469

健康局 保健所管理課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成31年1月分）
2,930

健康局 保健所管理課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　消耗品費 保健所管理運営用　コピー代（保健所　2月分）の支出について
8,281

健康局 保健所管理課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 公害健康被害補償給付関係書類等の発送用後納郵便料金の支出について（２月分）
510,723

健康局 保健所管理課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成31年2月分）
231

健康局 保健所管理課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成31年2月分）
1,511

健康局 保健所管理課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 公害補償給付関係書類等の着払後納郵便料金の支出について（２月分）
11,600

健康局 保健所管理課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成31年2月分）
1,858

健康局 保健所管理課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用療養手当の支出について（３月支払分）
69,155,800

健康局 保健所管理課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用診療報酬の支出について（３月支払決定分）
203,669,111

健康局 保健医療対策課 平成31年03月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 厚生統計調査用ライト付き防犯ブザー外2点の買入にかかる経費の支出について
67,716

健康局 保健医療対策課 平成31年03月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 医療法人設立認可等事業用市内出張交通費の支出について（平成３１年１月分）
1,380

健康局 保健医療対策課 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 医療指導事業用ＩＣレコーダーの買入にかかる経費の支出について
15,984

健康局 保健医療対策課 平成31年03月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健衛生システム運用事業用ＯＡクリーナー外４点の買入にかかる経費の支出について
31,671

健康局 保健医療対策課 平成31年03月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 医療指導事業用日付回転印（収受）外７点の買入にかかる経費の支出について
22,410

健康局 保健医療対策課 平成31年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 医療指導事業用市内出張交通費の支出について（平成３０年１２月分）
79,995

健康局 保健医療対策課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健衛生情報調査研究事業用　市内出張交通費の支出について（２月分）
1,610

健康局 保健医療対策課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 厚生統計調査用市内出張交通費の支出について（平成31年2月分）
1,702

健康局 保健医療対策課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 保健管理システム及び衛生管理システムサーバ機器等の長期借入にかかる経費の支出について（平成31年2月分)
147,474

健康局 保健医療対策課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 保健管理システム及び衛生管理システム端末機等の長期借入にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
864,000

健康局 保健医療対策課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 保健衛生システム端末機等（民泊用）の長期借入にかかる経費の支出について(平成31年2月分)
37,908

健康局 保健医療対策課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成30年度健康寿命・健康格差分析検討会外部参加者にかかる報償金の支出について
33,600

健康局 保健医療対策課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健衛生情報調査研究事業用インクカートリッジ外11点の買入にかかる経費の支出について
86,648

健康局 保健医療対策課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 医療指導事業用市内出張交通費の支出について（平成３１年１月分）
64,562

健康局 保健医療対策課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 医療指導事業用市内出張交通費の支出について（平成３１年２月分）
88,052

健康局 保健医療対策課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 医療指導事業・医療法人設立認可等事業用後納郵便料金の支出について（平成31年２月分）
4,002

健康局 保健医療対策課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 厚生統計調査用料金後納郵便料金の支出について(平成31年2月分)
892

健康局 保健医療対策課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 医師・歯科医師・薬剤師調査用後納郵便料金の支出について(平成31年2月分)
883

健康局 保健医療対策課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 医療指導事業・医療法人設立認可等事業用後納郵便料金の支出について（平成31年２月分）
1,188

健康局 感染症対策課 平成31年03月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 平成30年度感染症発生動向調査及び保菌者検索（健康診断）に係る病原体検査業務委託料の支出について（第３四半期）
6,241,622

健康局 感染症対策課 平成31年03月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 BCG接種にかかるパンチデータ作成等業務委託経費の支出について（概算契約）（１月実施分）
46,656

健康局 感染症対策課 平成31年03月04日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 平成30年度ハンセン病問題講演会実施に係る阿倍野区民センター舞台照明技術業務委託経費の支出について
34,560

健康局 感染症対策課 平成31年03月04日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 感染症対策事業用　火・木・土曜日HIV等検査業務委託料の支出について（１月分）
69,449

健康局 感染症対策課 平成31年03月04日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 感染症対策事業用　火・木・土曜日HIV等検査業務委託料の支出について（１月分）
896,817

健康局 感染症対策課 平成31年03月04日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 感染症対策事業用　火・木・土曜日HIV等検査業務委託料の支出について（１月分）
66,573

健康局 感染症対策課 平成31年03月04日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 需用費　消耗品費 結核予防接種等用「感染性廃棄物用プラスチック容器２０L、４０L」の購入にかかる経費の支出について
38,124

健康局 感染症対策課 平成31年03月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 平成30年度エックス線画像処理装置等搬送業務委託（概算契約）の支出について（平成31年1月分）
247,860

健康局 感染症対策課 平成31年03月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診用「日本薬局方　注射用水」の購入にかかる経費の支出について
2,894

健康局 感染症対策課 平成31年03月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 風しん抗体検査事業用「小試験管」買入にかかる所要経費の支出について（２月１日発注分）
44,226
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健康局 感染症対策課 平成31年03月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 風しん抗体検査事業用等「プラスチック手袋　Ｍサイズ　外１点」買入にかかる所要経費の支出について
9,936

健康局 感染症対策課 平成31年03月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診用「遠沈管　15ml　外２点」の購入にかかる経費の支出について
52,387

健康局 感染症対策課 平成31年03月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 大阪市ふれあいＤＯＴＳ（薬局）事業業務にかかる委託料の支出について（No.684）
14,688

健康局 感染症対策課 平成31年03月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　其他扶助金 風しんワクチン接種費用助成事業用　風しんワクチン接種費用（償還払い分）の支出について（平成31年2月21日口座振替不能分）りそな銀行№65
4,500

健康局 感染症対策課 平成31年03月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　其他扶助金 大阪市造血細胞移植後の任意予防接種費用（償還払い分）の支出について（平成31年２月15日申請分）
21,276

健康局 感染症対策課 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　燃料費 結核事業用公用車燃料費の支払いについて（１月分）
19,710

健康局 感染症対策課 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　印刷製本費 性感染症予防事業用　梅毒による母子感染の注意喚起リーフレットの印刷にかかる経費の支出について
17,982

健康局 感染症対策課 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核管理健診・接触者健診事業用委託料の支出について（１月分）
74,324

健康局 感染症対策課 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核管理健診・接触者健診事業用委託料の支出について（１月分）
169,675

健康局 感染症対策課 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核定期病状調査事業用委託料の支出について（１月分）
39,000

健康局 感染症対策課 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　分担金 平成30年度「新型インフルエンザ等感染症予防普及啓発に係る費用負担に関する協定書」に基づく分担金の支出について
75,838

健康局 感染症対策課 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　其他扶助金 風しんワクチン接種費用助成事業用　風しんワクチン接種費用（償還払い分）の支出について（平成31年2月21日口座振替不能分）みずほ銀行№926
10,011

健康局 感染症対策課 平成31年03月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 結核管理健診事業用等「結核患者登録票 外３点」の印刷にかかる経費の支出について
79,704

健康局 感染症対策課 平成31年03月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 ＤＯＴＳ事業用等「くすり整理キャリーケース　外5点　買入」にかかる経費の支出について
181,926

健康局 感染症対策課 平成31年03月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 ＤＯＴＳ事業用等「くすり整理キャリーケース　外5点　買入」にかかる経費の支出について
23,112

健康局 感染症対策課 平成31年03月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 結核管理健診事業用等「結核患者登録票 外３点」の印刷にかかる経費の支出について
175,824

健康局 感染症対策課 平成31年03月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 大阪市ふれあいＤＯＴＳ（薬局）事業業務にかかる委託料の支出について（No.459）
28,512

健康局 感染症対策課 平成31年03月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 大阪市ふれあいＤＯＴＳ（薬局）事業業務にかかる委託料の支出について（No.298）
12,096

健康局 感染症対策課 平成31年03月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 大阪市ふれあいＤＯＴＳ（薬局）事業業務にかかる委託料の支出について（No.465）
25,920

健康局 感染症対策課 平成31年03月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 大阪市ふれあいＤＯＴＳ（薬局）事業業務にかかる委託料の支出について（No.632）
20,736

健康局 感染症対策課 平成31年03月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 大阪市ふれあいＤＯＴＳ（薬局）事業業務にかかる委託料の支出について（No.1085）
13,824

健康局 感染症対策課 平成31年03月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 風しん抗体検査事業用　ロック付マイクロチューブ（蓋付）買入れに係る所要経費の支出について（２月６日発注分）
12,614

健康局 感染症対策課 平成31年03月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 結核菌インターフェロンγ測定（クォンティフェロン）機器一式借入経費の支出について【平成31年2月分】
46,440

健康局 感染症対策課 平成31年03月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 結核予防事業用等「製本テープ　外１４点」の買入にかかる経費の支出について
13,205

健康局 感染症対策課 平成31年03月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 結核予防事業用等「製本テープ　外１４点」の買入にかかる経費の支出について
1,974

健康局 感染症対策課 平成31年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 感染症診査協議会用放射線画像管理機器の長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
41,040

健康局 感染症対策課 平成31年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 平成30年度予防接種委託料にかかるパンチデータ作成等業務委託費の支出について（概算契約）２月分
1,456,057

健康局 感染症対策課 平成31年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　其他扶助金 大阪市造血細胞移植後の任意予防接種費用（償還払い分）の支出について（平成31年２月26日申請分）
27,855

健康局 感染症対策課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 大阪市結核解析評価検討会にかかる委員報償金の支出について（平成３１年２月分）
30,860

健康局 感染症対策課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（１１月分）
25,300

健康局 感染症対策課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（１１月分）
8,990

健康局 感染症対策課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（１１月分）
16,390

健康局 感染症対策課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（１１月分）
20,846

健康局 感染症対策課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 感染症対策事業用等「セロハンテープ外４点」の買入にかかる経費の支出について
16,362

健康局 感染症対策課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　船車修繕料 なにわ800す5191　自動車定期点検整備（法定6か月点検）の実施及び同所要経費の支出について
16,200

健康局 感染症対策課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 平成３０年度ＨＩＶ等検査業務委託の実施にかかる経費の支出について（１月分）
295,704

健康局 感染症対策課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 平成３０年度ＨＩＶ等検査業務委託の実施にかかる経費の支出について（１月分）
551,653

健康局 感染症対策課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 平成３０年度喀痰検体等搬送業務にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
6,156

健康局 感染症対策課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 結核登録者情報システム用端末機器賃借にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
84,672

健康局 感染症対策課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度結核登録者情報システム用サーバ機器賃借料の支出について（２月分）
21,060

健康局 感染症対策課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（３月概算分）後期高齢
73,198

健康局 感染症対策課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（３月概算分）国保一般
1,234,527

健康局 感染症対策課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（３月概算分）国保一般
76,638

健康局 感染症対策課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（３月概算分）後期高齢
595,274

健康局 感染症対策課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　其他扶助金 大阪市風しんワクチン接種費用助成事業に係る風しんワクチン接種費用（償還払い分）の支出について（平成31年１月　その１）
1,175,318

健康局 感染症対策課 平成31年03月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 予防接種事業に係る個別予防接種委託料（１２月戻入分）の支出について
118,475

健康局 感染症対策課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 感染症対策事業用感染症予防関係法令例規集追録（702-708）の買入経費の支出について
18,445
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健康局 感染症対策課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 風しん抗体検査事業用等「風しんウイルス抗体検査用キット」買入にかかる所要経費の支出について（２月２０日発注分）
183,600

健康局 感染症対策課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 大阪市ふれあいＤＯＴＳ（薬局）事業業務にかかる委託料の支出について（No.351）
38,016

健康局 感染症対策課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（２月分）国保一般
1,974

健康局 感染症対策課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（支払基金）の支出について（２月分）
5,288

健康局 感染症対策課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 平成30年度定点医療機関検体搬送業務委託（概算契約）経費の支出について（平成31年2月分）
83,700

健康局 感染症対策課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（支払基金）の支出について（２月分）
31,326

健康局 感染症対策課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（２月分）国保一般
22,748

健康局 感染症対策課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（２月分）後期高齢
17,014

健康局 感染症対策課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 大阪市ふれあいＤＯＴＳ（訪問型）事業業務にかかる委託料の支出について（1月分）
553,644

健康局 感染症対策課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（２月分）後期高齢
2,444

健康局 感染症対策課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成３０年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（第２回・№１０２変更）
3,854

健康局 感染症対策課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成３０年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（第５回・№１１７変更）
7,708

健康局 感染症対策課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 平成30年度予防接種台帳管理システム保守業務の業務委託料の支出について（２月分）
173,880

健康局 感染症対策課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（１２月分）
9,250

健康局 感染症対策課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（１２月分）
5,384

健康局 感染症対策課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（１２月分）
14,752

健康局 感染症対策課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（１２月分）
27,720

健康局 感染症対策課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 滅菌スポイト2号　外4点 買入かかる経費の支出について（風しん抗体検査事業用）
118,335

健康局 感染症対策課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 新型インフルエンザ等対策事業用備蓄物品の大阪市阿倍野備蓄倉庫（あべのフォルサ）への移転に関する運搬作業業務にかかる経費の支出について
105,840

健康局 感染症対策課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（保健所感染症対策課結核グループ）2月15日分
3,250

健康局 感染症対策課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　手数料 平成30年度IGRA検査（QFT検査）外部精度管理調査の実施及び同所要経費の支出について
10,800

健康局 感染症対策課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 平成３０年度結核菌検査（喀痰検査）業務にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
15,120

健康局 感染症対策課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 需用費　医薬材料費 結核予防事業予防接種用ＢＣＧワクチンの買入にかかる経費の支出について（２月分）
5,575,500

健康局 感染症対策課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　其他扶助金 大阪市風しんワクチン接種費用助成事業に係る風しんワクチン接種費用（償還払い分）の支出について（平成31年１月　その２）
1,417,872

健康局 感染症対策課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 肝炎ウイルス検査事業にかかる検査委託料の支出について（１月分）
3,680,645

健康局 感染症対策課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 予防接種事業に係る個別予防接種委託料の支出について（１月分）
395,080,814

健康局 感染症対策課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　其他扶助金 大阪市造血細胞移植後の任意予防接種費用（償還払い分）の支出について（平成31年３月７日申請分）
13,220

健康局 感染症対策課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　其他扶助金 大阪市造血細胞移植後の任意予防接種費用（償還払い分）の支出について（平成31年２月26日申請分）
41,824

健康局 感染症対策課 平成31年03月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　其他扶助金 大阪市造血細胞移植後の任意予防接種費用（償還払い分）の支出について（平成31年３月６日申請分）
10,011

健康局 感染症対策課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 新型インフルエンザ対策事業用備蓄物品の移転に伴う産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託にかかる経費の支出について
114,480

健康局 感染症対策課 平成31年03月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 需用費　印刷製本費 予防接種事業用　予防接種手帳の印刷の実施及び同経費の支出について
2,771,388

健康局 感染症対策課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報酬　其他委員等報酬 結核事業用感染症診査協議会委員報酬等の支出について（２月分）
264,000

健康局 感染症対策課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　費用弁償 結核事業用感染症診査協議会委員報酬等の支出について（２月分）
6,960

健康局 感染症対策課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　印刷製本費 感染症予防啓発用冊子（感染症予防のおはなし）の印刷に係る経費の支出について
75,600

健康局 感染症対策課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　光熱水費 ＨＩＶ検査用建物賃貸借契約にかかる光熱水費の支出について（２月分）
12,317

健康局 感染症対策課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 風しん抗体検査事業用等「真空採血管ﾊﾞｷｭﾃｲﾅSST」買入にかかる所要経費の支出について（２月１４日発注分）
43,385

健康局 感染症対策課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 感染症対策事業用　火・木・土曜日HIV等検査業務委託料の支出について（２月分）
55,295

健康局 感染症対策課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 日曜日ＨＩＶ等検査業務委託料の支出について（２月分）
371,550

健康局 感染症対策課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 感染症対策事業用　火・木・土曜日HIV等検査業務委託料の支出について（２月分）
847,845

健康局 感染症対策課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 日曜日ＨＩＶ等検査業務委託料の支出について（２月分）
30,955

健康局 感染症対策課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 日曜日ＨＩＶ等検査業務委託料の支出について（２月分）
31,416

健康局 感染症対策課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 平成３０年度ＨＩＶ確認検査業務委託料の支出について（２月分）
25,280

健康局 感染症対策課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 感染症対策事業用　火・木・土曜日HIV等検査業務委託料の支出について（２月分）
54,088

健康局 感染症対策課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 平成３０年度ＭＳＭ向けＨＩＶ等検査にかかる会場申込みについて（その２）（１月分）
86,940

健康局 感染症対策課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　其他扶助金 風しんワクチン接種費用助成事業に係る風しんワクチン接種費用の支出について（接種券H31.2.18付け発行）【医療機関支払分】
8,000

健康局 感染症対策課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　其他扶助金 大阪市造血細胞移植後の任意予防接種費用（償還払い分）の支出について（平成31年３月６日申請分）
7,278

健康局 感染症対策課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　其他扶助金 大阪市造血細胞移植後の任意予防接種費用（償還払い分）の支出について（平成31年３月６日申請分）
20,912



平成30年度（平成31年３月）　公金支出情報

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

健康局 感染症対策課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 風しん抗体検査事業用　風しん抗体検査結果通知用封筒買入経費の支出について
34,452

健康局 感染症対策課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 風しん抗体検査事業用等「風しんウイルス抗体検査用キット」買入にかかる所要経費の支出について（２月２６日発注分）
367,200

健康局 感染症対策課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 エイズ対策ＨＩＶ検査事業用等「Ａｃｃｕｒｕｎ９６００シリーズ　マルチマーカー陽性コントロール」買入れに係る所要経費の支出について（２月２６日発注分）
39,204

健康局 感染症対策課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 エイズ対策ＨＩＶ検査事業用等「Ａｃｃｕｒｕｎ９６００シリーズ　マルチマーカー陽性コントロール」買入れに係る所要経費の支出について（２月２６日発注分）
39,204

健康局 感染症対策課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 大阪市ふれあいＤＯＴＳ（薬局）事業業務にかかる委託料の支出について（No.749）
12,960

健康局 感染症対策課 平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　其他扶助金 大阪市風しんワクチン接種費用助成事業に係る風しんワクチン接種費用（償還払い分）の支出について（平成31年１月　その３）
1,307,583

健康局 感染症対策課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成３０年度コホート検討会参画医師への報償金の支出について（６回目）
11,360

健康局 感染症対策課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 回転日付印外３点買入にかかる経費の支出について
6,652

健康局 感染症対策課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　印刷製本費 インフルエンザ予防にかかる普及啓発ポスター印刷経費の支出について
25,444

健康局 感染症対策課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（2月分）阿倍野支店分
14,382

健康局 感染症対策課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（2月分）阿倍野支店分
2,818

健康局 感染症対策課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（2月分）阿倍野支店分
390

健康局 感染症対策課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（2月分）阿倍野支店分
1,394

健康局 感染症対策課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（2月分）阿倍野支店分
582

健康局 感染症対策課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（2月分）阿倍野支店分
444

健康局 感染症対策課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（2月分）阿倍野支店分
574

健康局 感染症対策課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（2月分）阿倍野支店分
260

健康局 感染症対策課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（2月分）阿倍野支店分
328

健康局 感染症対策課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 感染症予防事業に係る後納郵便料金の支出について（２月分）旭町郵便局分
11,644

健康局 感染症対策課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（2月分）阿倍野支店分
268

健康局 感染症対策課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（2月分）阿倍野支店分
117,670

健康局 感染症対策課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　筆耕翻訳料 外国人結核患者に対する通訳業務にかかる経費の支出について（２月分）
76,800

健康局 感染症対策課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　筆耕翻訳料 平成30年度大阪市結核解析評価検討会議事録作成業務の支出について（２月分）
54,000

健康局 感染症対策課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 大阪市ふれあいＤＯＴＳ（薬局）事業業務にかかる委託料の支出について（No.215）
31,104

健康局 感染症対策課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 平成30年度エックス線画像処理装置等搬送業務委託（概算契約）の支出について(平成３１年２月分）
270,324

健康局 感染症対策課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 結核接触者検診事業用　管外出張用ＥＴＣ高速道路使用料の支出について（1月分）
4,200

健康局 感染症対策課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成３０年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（第１回・№５５変更）
16,318

健康局 感染症対策課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成３０年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（第２回・№９１変更）
3,854

健康局 感染症対策課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成３０年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（第２回・№１０６変更）
4,182

健康局 感染症対策課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核対策事業用結核装具購入費の支出について
54,129

健康局 感染症対策課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 需用費　消耗品費 回転日付印外３点買入にかかる経費の支出について
4,536

健康局 感染症対策課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 需用費　医薬材料費 ＢＣＧ接種事業用皮膚赤外線体温計　外２点　買入にかかる経費の支出について
310,759

健康局 感染症対策課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（2月分）阿倍野支店分
324,750

健康局 感染症対策課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 感染性産業廃棄物収集・運搬業務の実施及び同経費の支出について（２月収集分）
27,756

健康局 感染症対策課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 感染性産業廃棄物処分業務の実施及び同経費の支出について（２月収集分）
48,708

健康局 感染症対策課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 BCG接種にかかるパンチデータ作成等業務委託経費の支出について（概算契約）（２月実施分）
48,870

健康局 感染症対策課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 備品購入費　機械器具費 ＢＣＧ接種事業用乾熱滅菌器の買入にかかる経費の支出について
210,924

健康局 感染症対策課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　医療扶助金 予防接種健康被害救済事業に係る医療費・医療手当の支出について（３月分）
703,350

健康局 環境衛生監視課 平成31年03月04日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 専門監視事業用「蛍光マーカーペン外２３点」買入に係る経費の支出について
58,503

健康局 環境衛生監視課 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 専門監視事務用揮発油レギュラー注油券料金の支出について（１月分）
33,019

健康局 環境衛生監視課 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 専門監視事務用　環境衛生監視課公用車（なにわ300み1229）継続検査にかかる法定費用の支出について
1,200

健康局 環境衛生監視課 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　損害保険料 専門監視事務用　環境衛生監視課公用車（なにわ300み1229）継続検査にかかる法定費用の支出について
25,830

健康局 環境衛生監視課 平成31年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 公課費　公課費 専門監視事務用　環境衛生監視課公用車（なにわ300み1229）継続検査にかかる法定費用の支出について
34,200

健康局 環境衛生監視課 平成31年03月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 国土交通省観光庁等との面談にかかる管外出張及び同経費の支出について
59,500

健康局 環境衛生監視課 平成31年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 専門監視事務用　食品衛生監視課公用車（なにわ300や5580）継続検査にかかる法定費用の支出について
1,200

健康局 環境衛生監視課 平成31年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　損害保険料 専門監視事務用　食品衛生監視課公用車（なにわ300や5580）継続検査にかかる法定費用の支出について
25,830

健康局 環境衛生監視課 平成31年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 専門監視事務用ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（環境衛生・食品衛生１月分）
4,530
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健康局 環境衛生監視課 平成31年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 公課費　公課費 専門監視事務用　食品衛生監視課公用車（なにわ300や5580）継続検査にかかる法定費用の支出について
24,600

健康局 環境衛生監視課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成３０年度保健所庁舎管理用　環境衛生監視課におけるあべのメディックス自転車置場使用に係る経費の支出について（３月分）
3,600

健康局 環境衛生監視課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 民泊関連事業にかかる市内出張交通費の支出について（７月分）
99,819

健康局 環境衛生監視課 平成31年03月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 専門監視事務用　環境衛生監視課公用車12ヶ月点検にかかる経費の支出について
13,608

健康局 環境衛生監視課 平成31年03月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 専門監視事務用　食品衛生監視課公用車12ヶ月点検にかかる経費の支出について
13,608

健康局 環境衛生監視課 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 民泊関連事業にかかる市内出張交通費の支出について（８月分）
111,741

健康局 環境衛生監視課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 専門監視事務用市内出張交通費の支出について（２月分）
13,136

健康局 環境衛生監視課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰戻金の支出について（保健所環境衛生監視課旅館業指導グループ）2月12日分
648

健康局 環境衛生監視課 平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金の支出について（保健所環境衛生監視課）２月１５日分
1,800

健康局 環境衛生監視課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業用　保健所環境衛生監視課（旅館業指導グループ）　コピー代（２月分）について
40,882

健康局 環境衛生監視課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 民泊関連事業用保健所環境衛生監視課コピー代金の支出について（２月分）
20,232

健康局 環境衛生監視課 平成31年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 民泊関連事業用登記情報提供サービス利用料金の支出について（２月分）
14,815

健康局 環境衛生監視課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 民泊関連事業にかかる市内出張交通費の支出について（９月分）
85,937

健康局 環境衛生監視課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 民泊関連事業にかかる市内出張交通費の支出について（１０月分）
114,600

健康局 環境衛生監視課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 専門監視事務用揮発油レギュラー注油券料金の支出について（２月分）
56,685

健康局 環境衛生監視課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 専門監視事務用　食品衛生監視課公用車継続検査にかかる経費の支出について
65,059

健康局 環境衛生監視課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 専門監視事務用　環境衛生監視課公用車継続検査にかかる経費の支出について
98,010

健康局 環境衛生監視課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 専門監視事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
8,248

健康局 環境衛生監視課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 専門監視事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
2,718

健康局 環境衛生監視課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 民泊関連事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
10,022

健康局
北部生活衛生監視事
務所

平成31年03月12日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　燃料費 北部生活衛生監視事務所管理運営用ガソリン代の支出について（１月分）
11,765

健康局
北部生活衛生監視事
務所

平成31年03月14日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　手数料 北部生活衛生監視事務所事業用「なにわ３００み１２３０」継続検査に伴う法定費用の支出について
1,200

健康局
北部生活衛生監視事
務所

平成31年03月14日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　損害保険料 北部生活衛生監視事務所事業用「なにわ３００み１２３０」継続検査に伴う法定費用の支出について
25,830

健康局
北部生活衛生監視事
務所

平成31年03月14日 一般会計 健康費 健康費 健康費 公課費　公課費 北部生活衛生監視事務所事業用「なにわ３００み１２３０」継続検査に伴う法定費用の支出について
34,200

健康局
北部生活衛生監視事
務所

平成31年03月28日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 北部生活衛生監視事務所事業用市内出張旅費の支出について（１月分）
61,466

健康局
北部生活衛生監視事
務所

平成31年03月28日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 北部生活衛生監視事務所事業用コピー代の支出について（２月分）
14,467

健康局
北部生活衛生監視事
務所

平成31年03月28日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金（北部生活衛生監視事務所）２月分の支出について
4,280

健康局
北部生活衛生監視事
務所

平成31年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金（北部生活衛生監視事務所）２月分の支出について
289

健康局
北部生活衛生監視事
務所

平成31年03月29日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 北部生活衛生監視事務所事業用　料金後納郵便の支出について（３月分）
120

健康局
北部生活衛生監視事
務所

平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 北部生活衛生監視事務所事業用　料金後納郵便の支出について（３月分）
19,308

健康局
西部生活衛生監視事
務所

平成31年03月04日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　船車修繕料 西部生活衛生監視事務所監視業務用公用車「なにわ４８０え２３４１」定期点検整備（継続検査）基本整備の実施及び同経費の支出について
36,018

健康局
西部生活衛生監視事
務所

平成31年03月05日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　燃料費 平成３０年度１月給油分（西部生活衛生監視事務所監視業務用）揮発油代金の支出について
17,585

健康局
西部生活衛生監視事
務所

平成31年03月06日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　船車修繕料 西部生活衛生監視事務所監視業務用公用車「なにわ４８０ち８６９３」定期点検整備（１２カ月法定点検）にかかる経費の支出について
16,232

健康局
西部生活衛生監視事
務所

平成31年03月19日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　船車修繕料 西部生活衛生監視事務所監視業務用公用車「なにわ５８ゆ７２１９」定期点検整備（１２カ月法定点検）にかかる経費の支出について
17,776

健康局
西部生活衛生監視事
務所

平成31年03月20日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金(西部生活衛生監視事務所事業用)平成３０年度２月執行分の支出について
200

健康局
西部生活衛生監視事
務所

平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金(西部生活衛生監視事務所事業用)平成３０年度２月執行分の支出について
967

健康局
西部生活衛生監視事
務所

平成31年03月28日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 平成３０年度２月執行分（西部生活衛生監視事務所監視業務用）コピー代金の支出について
10,254

健康局
西部生活衛生監視事
務所

平成31年03月28日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　燃料費 平成３０年度２月給油分（西部生活衛生監視事務所監視業務用）揮発油代金の支出について
21,873

健康局
西部生活衛生監視事
務所

平成31年03月29日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（西部生活衛生監視事務所事業用）の支出について（平成３０年度２月執行分）
11,600

健康局
西部生活衛生監視事
務所

平成31年03月29日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　船車修繕料 西部生活衛生監視事務所監視業務用公用車「なにわ５８ゆ７２１９」燃料ポンプ修理にかかる経費の支出について
93,938

健康局
西部生活衛生監視事
務所

平成31年03月29日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　船車修繕料 西部生活衛生監視事務所監視業務用公用車「なにわ４８０え２３４１」定期点検整備（継続検査）追加整備にかかる経費の支出について
26,071

健康局
西部生活衛生監視事
務所

平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 平成３０年度西部生活衛生監視事務所監視業務用料金後納利用額(郵便料金)の支出について（２月発送分）
7,460

健康局
東部生活衛生監視事
務所

平成31年03月01日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 東部生活衛生監視事務所事業用コピー代金の支出について（１月分）
21,014

健康局
東部生活衛生監視事
務所

平成31年03月01日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　燃料費 東部生活衛生監視事務所事業用揮発油スタンド給油分にかかる経費の支出について（１月分）
18,533

健康局
東部生活衛生監視事
務所

平成31年03月22日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 東部生活衛生監視事務所事業用小口支払基金繰戻金の支出について（２月分）
700

健康局
東部生活衛生監視事
務所

平成31年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 東部生活衛生監視事務所事業用小口支払基金繰戻金の支出について（２月分）
475

健康局
東部生活衛生監視事
務所

平成31年03月29日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 東部生活衛生監視事務所事業用コピー代金の支出について（２月分）
15,125
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健康局
東部生活衛生監視事
務所

平成31年03月29日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　船車修繕料 東部生活衛生監視事務所管理運営用公用車「なにわ480え2340」の自動車定期整備（継続検査）の実施及び同経費の支出について
81,162

健康局
東部生活衛生監視事
務所

平成31年03月29日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　船車修繕料 東部生活衛生監視事務所管理運営用公用車「なにわ480え2340」自動車定期整備（継続検査）にかかる追加整備の実施及び同経費の支出について
10,584

健康局
東部生活衛生監視事
務所

平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 東部生活衛生監視事務所事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
21,282

健康局
南東部生活衛生監視
事務所

平成31年03月12日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　燃料費 南東部生活衛生監視事務所運営用公用車のガソリン給油代金の支出について（１月分）
21,639

健康局
南東部生活衛生監視
事務所

平成31年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 南東部生活衛生監視事務所にかかる小口支払基金繰戻金の支出について（２月分）
563

健康局
南東部生活衛生監視
事務所

平成31年03月18日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成３０年度南東部生活衛生監視事務所における自転車置場の使用及び同経費の支出について（３月分）
4,800

健康局
南東部生活衛生監視
事務所

平成31年03月28日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 南東部生活衛生監視事務所にかかる市内出張交通費の支出について（２月分）
20,283

健康局
南東部生活衛生監視
事務所

平成31年03月28日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 平成３０年度生活衛生監視事務所事業用ＦＡＸトナーカートリッジ買入にかかる経費の支出について
6,706

健康局
南東部生活衛生監視
事務所

平成31年03月29日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　燃料費 南東部生活衛生監視事務所運営用公用車のガソリン給油代金の支出について（２月分）
16,352

健康局
南東部生活衛生監視
事務所

平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 南東部生活衛生監視事務所にかかる後納郵便の支出について（２月分）
4,316

健康局
南東部生活衛生監視
事務所

平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 南東部生活衛生監視事務所にかかる後納郵便の支出について（２月分）
13,202

健康局
南西部生活衛生監視
事務所

平成31年03月11日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　船車修繕料 南西部生活衛生監視事業用自動車「なにわ500め8964」のオイル漏れ修理にかかる経費の支出について
91,027

健康局
南西部生活衛生監視
事務所

平成31年03月13日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 南西部監視事務所事業用小口支払基金繰戻金２月分の支出について
1,500

健康局
南西部生活衛生監視
事務所

平成31年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 南西部監視事務所事業用小口支払基金繰戻金２月分の支出について
602

健康局
南西部生活衛生監視
事務所

平成31年03月14日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 南西部生活衛生監視事務所事業用コピー代金の支出について（１月分）
6,282

健康局
南西部生活衛生監視
事務所

平成31年03月18日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 生活衛生監視事務所事業用市内出張交通費２月分の支出について
7,110

健康局
南西部生活衛生監視
事務所

平成31年03月27日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 南西部生活衛生監視事務所事業用コピー代金の支出について（２月分）
6,603

健康局
南西部生活衛生監視
事務所

平成31年03月28日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 南西部生活衛生監視事務所用庁内端末回線使用料の支出について（２月分）
3,569

健康局
南西部生活衛生監視
事務所

平成31年03月28日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 南西部生活衛生監視事務所用庁内端末回線使用料の支出について（２月分）
1,561

健康局
南西部生活衛生監視
事務所

平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 監視事務所事業用　後納郵便料の支出について（２月分）（「更新案内用はがき」「飲食店通知郵便」及び「ふぐ条例改正に伴う通知用郵便」）
6,344

健康局
南西部生活衛生監視
事務所

平成31年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 監視事務所事業用　後納郵便料の支出について（２月分）（「更新案内用はがき」「飲食店通知郵便」及び「ふぐ条例改正に伴う通知用郵便」）
12,628

人事室 総務課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
9,158

人事室 総務課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,771

人事室 総務課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　食糧費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
500

人事室 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　インターネット回線使用料の支出について（職員カウンセリングルーム、職員人材開発センター２月分）
10,260

人事室 総務課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
12,321

人事室 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　LGWAN接続系利用パソコン等機器一式借入にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
24,246

人事室 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成26年度庁内情報利用パソコン等機器（人事室）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
142,449

人事室 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器（人事室）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
104,820

人事室 総務課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成28年度　庁内情報利用パソコン等機器（人事室）一式　長期借入の実施にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
2,879

人事室 総務課 平成31年03月26日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム回線使用料等の支出について（２月分）
6,700

人事室 総務課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代の支出について（２月分）
78,455

人事室 総務課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　SkyPDF　Standard2016（永続ライセンス）買入にかかる経費の支出について
137,808

人事室 人事課 平成31年03月01日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 人事事務用　外部監察専門委員にかかる報酬等の支出について（平成31年１月分）
477,000

人事室 人事課 平成31年03月05日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 職員疾病対策事業用　コピー代の支出について（1月分）
1,645

人事室 人事課 平成31年03月06日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員疾病対策事業用　雇入れ時健康診断等業務委託料の支出について（平成31年１月実施分）
157,788

人事室 人事課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 厚生一般事務用　市内等出張交通費の支出について（1月分）
10,057

人事室 人事課 平成31年03月08日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員疾病対策事業用　平成30年度職員定期健康診断等業務委託Ｂ（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（１月分）
4,314,492

人事室 人事課 平成31年03月12日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員疾病対策事業用　平成30年度職員放射線被曝線量測定業務委託（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（平成30年度１月分）
42,227

人事室 人事課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 人事事務用　市章入りバッジ（タイタック式）の購入経費の支出について
251,640

人事室 人事課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 職員疾病対策事業用　健康診断結果経年管理システムサーバ機及び周辺装置一式長期借入（その２）の経費の支出について（平成31年２月分）
33,426

人事室 人事課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 人事事務用　特別顧問にかかる報酬等の支払について（平成31年１月分）
10,700

人事室 人事課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 人事事務用　人事監察委員会にかかる報酬等の支出について（平成31年２月開催分）
147,000

人事室 人事課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　費用弁償 人事事務用　人事監察委員会にかかる報酬等の支出について（平成31年２月開催分）
1,050

人事室 人事課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　光熱水費 職員相談室　電気代の支出について（2月分）
7,375

人事室 人事課 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 負担金、補助及交付金　分担金 職員相談事業　職員相談室の管理費及び修繕積立金にかかる経費の支出について（３月分）
233,673

人事室 人事課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 人事事務用　外部監察専門委員にかかる報酬等の支出について（平成31年２月分）
297,000
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人事室 人事課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 人事事務用　外部通報窓口専用ＦＡＸにかかる経費の支出について（平成31年３月請求分）
2,710

人事室 人事課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 人事事務用　児童等がその生命等に著しく重大な被害を受けた事案に関する第三者委員会委員にかかる報酬等の支出について（平成31年２月開催分）
127,500

人事室 人事課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　費用弁償 人事事務用　児童等がその生命等に著しく重大な被害を受けた事案に関する第三者委員会委員にかかる報酬等の支出について（平成31年２月開催分）
5,970

人事室 給与課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 給与事務用　市内等出張交通費の支出について（平成31年２月分）
824

人事室 管理課 平成31年03月07日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 職員手当等　児童手当 職員児童手当の支払について（３月７日支払分）
640,000

人事室 管理課 平成31年03月12日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　消耗品費 総務事務管理業務用　職員情報システム用両端穴開き連続用紙の購入経費の支出について
22,464

人事室 管理課 平成31年03月13日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　消耗品費 総務事務管理業務用　離職票専用帳票購入経費の支出について
64,800

人事室 管理課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　消耗品費 総務事務管理業務用　データカートリッジの買入経費の支出について
94,478

人事室 管理課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用　大阪市総務事務センター清掃業務委託に係る経費の支出について（２月分）
26,370

人事室 管理課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　ファクシミリの継続借入に係る経費の支出について（２月分）
810

人事室 管理課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　入退室管理設備用パソコン長期借入に係る経費の支出について（２月分）
5,616

人事室 管理課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　庶務ガイドサーバ及び端末関係機器等一式　長期借入に係る経費の支出について（２月分）
1,699,812

人事室 管理課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　通話録音装置及び通話録音サーバ等周辺機器の長期借入に係る経費の支出について（２月分）
238,896

人事室 管理課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　勤務情報システムサーバ及び端末関係機器等一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
932,040

人事室 管理課 平成31年03月15日 一般会計 総務費 諸給与金 諸給与金 職員手当等　退職手当 平成３１年３月払　退職手当の支出について（１０１）
47,369,818

人事室 管理課 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　退職手当 平成３１年３月払　退職手当の支出について（２１０）
60,189,834

人事室 管理課 平成31年03月15日 一般会計 消防費 消防費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成３１年３月払　大阪市消防職員特別救慰金等支給条例に基づく見舞金の支給について
265,300

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 議会費 議会費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,722,828

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 議会費 議会費 事務費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
11,054,174

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 議会費 議会費 事務費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
586,800

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 議会費 議会費 事務費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,961,361

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 議会費 議会費 事務費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
463,750

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 議会費 議会費 事務費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,076,261

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 議会費 議会費 事務費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
260,080

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 議会費 議会費 事務費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
317,300

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 議会費 議会費 事務費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
49,636

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　特別職給 平成３１年３月　給与の支給について
3,829,080

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
29,226,841

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
16,326,646

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
18,582,236

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
12,091,980

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
39,577,042

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
12,043,880

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
18,932,800

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
17,609,925

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
27,108,311

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
15,576,999

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
465,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
721,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
254,300

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
679,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,286,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
757,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
661,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
680,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
626,463

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,115,100
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人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
2,141,506

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
6,757,495

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
3,135,920

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
2,322,558

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
5,249,126

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
3,211,912

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
4,634,106

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
2,061,687

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
2,765,626

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
2,829,542

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
635,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,587,850

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
922,830

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,501,950

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
629,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
779,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
468,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
704,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,197,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,164,850

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
836,346

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
2,370,370

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,663,876

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
2,325,527

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,466,078

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
566,977

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
3,129,357

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
454,992

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
329,478

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,682,660

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
79,930

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
355,050

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
664,740

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
88,230

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
435,060

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
448,577

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
299,790

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
529,598

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
154,870

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成３１年３月　給与の支給について
190,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,007,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
297,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
315,400

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
314,800

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
574,260

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
728,600

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
178,000
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人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
251,360

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
415,700

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
533,200

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
29,750

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
23,800

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成３１年３月　給与の支給について
918,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成３１年３月　給与の支給について
54,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
195,070

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
5,760

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
5,388,553

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
208,693

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
34,325

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　其他委員等旅費 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,680

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用　総務事務センター機械警備業務に係る経費の支出について（２月分）
21,600

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　大阪市人事室eLTAX用パソコン長期借入に係る経費の支出について（２月分）
6,966

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　職員児童手当システムサーバ機等一式長期借入に係る経費の支出について（２月分）
39,528

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務センター用ファイルサーバ等一式継続借入長期借入経費の支出について（２月分）
14,256

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　マイナンバー管理システム機器一式長期借入経費の支出について（２月分）
28,080

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　職員情報システムサーバ機器等一式　長期借入に係る経費の支出について（２月分）
8,093,250

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　勤務情報システム用オンラインタイムレコーダ及びサーバ機器等長期借入に係る経費の支出について（２月分）
1,776,276

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　勤務情報システム職員証ＩＣカード発行機一式長期借入に係る経費の支出について（２月分）
34,776

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　臨時職員システムサーバ機器等一式（その２）　長期借入経費の支出について（２月分）
418,338

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　職員情報システム端末機器等一式　長期借入に係る経費の支出について（２月分）
2,894,940

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
754,174

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
25,251

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
609,569

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
461,148

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
197,905

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
38,880

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
6,347,954

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
129,100

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
721,774

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,116,176

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
983,610

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
138,828

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
50,830

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
55,198

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
391,602

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
565,742

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
193,709

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
62,152,098

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,819,542

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
10,679,209

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
2,386,950

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
7,698,091

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,119,494

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
891,668
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人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
786,225

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,084,327

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
7,885,851

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
263,099

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
39,819

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 旅費　其他委員等旅費 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
960

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 旅費　其他委員等旅費 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
175,545

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
4,374,487

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
274,050

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
244,942

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
390,293

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
17,454

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
43,624,291

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
84,813,951

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
68,813,831

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
61,084,400

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
71,951,333

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
42,731,011

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
64,701,961

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
45,630,116

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
34,576,352

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
66,166,092

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
47,006,447

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
123,266,324

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
42,478,609

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
42,201,956

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
37,109,410

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
36,209,569

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
40,181,464

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
55,482,822

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
41,857,608

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
42,395,032

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
54,960,397

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
44,828,833

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
40,929,359

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
36,082,711

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,452,384

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
2,630,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,751,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,256,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,518,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
968,900

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,341,763

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
2,088,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,080,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,584,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,294,526
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人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
3,397,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,053,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
2,370,300

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
2,141,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,158,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,299,605

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,086,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,766,700

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,266,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,229,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,455,400

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,771,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,301,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
6,121,737

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
7,111,012

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
12,070,384

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
7,315,762

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
6,746,472

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
10,865,398

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
5,824,095

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
7,879,626

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
20,476,692

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
10,169,458

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
7,523,473

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
14,118,743

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
9,287,639

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
6,898,745

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
7,649,397

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
6,212,356

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
11,480,567

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
6,129,119

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
7,070,667

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
7,126,521

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
7,096,934

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
9,150,898

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
7,072,523

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
11,024,935

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成３１年３月　給与の支給について
13,200

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成３１年３月　給与の支給について
92,400

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
750,650

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
697,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
697,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
616,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
825,750

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
622,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
772,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
772,500
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人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
697,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
697,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
825,750

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
847,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
772,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,392,600

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
900,750

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
825,750

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,050,750

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
772,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
825,750

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
622,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
900,750

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
900,750

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,050,750

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
697,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
6,128,820

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
2,297,901

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
4,819,724

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
3,614,119

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
4,514,784

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
3,556,963

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
5,855

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
4,012,866

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
6,109,775

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
4,410,574

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
4,011,198

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
11,044

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
4,566,853

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
5,379,293

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
11,475

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
4,505,471

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
31,125

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
46,978

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
4,476,600

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
3,842,336

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
7,856,578

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
2,389,535

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
3,320,108

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
3,379,380

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
3,320,042

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
6,164,363

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
9,500,138

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
5,238,647

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
4,902,831

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,190,885

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
335,225
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人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
786,942

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
544,478

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
811,665

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
295,475

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,172,634

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
306,495

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
660,940

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
364,669

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
553,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
330,474

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
669,690

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
603,377

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,293,906

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,100,589

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
564,701

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
599,430

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
604,860

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
305,988

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
737,289

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
358,548

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,943,676

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
197,164

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,170

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
320

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
2,580

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
480

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
320

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
320

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
160

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
480

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
480

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
3,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
320

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
160

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
4,480

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,060

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
640

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
480

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
2,810

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,380

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
609,200

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,418,300

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,452,060

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
846,100

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,060,100

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
854,900

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
726,600
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人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
530,400

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
715,100

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
688,800

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
903,100

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
818,400

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,588,800

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,165,700

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,273,300

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
952,700

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
734,300

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,580,900

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
824,800

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
804,100

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
852,800

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
403,100

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
2,925,827

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
955,600

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
114,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
34,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
54,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
17,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
44,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
34,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
8,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
12,750

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
44,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
71,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
8,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
58,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
59,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
29,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成３１年３月　給与の支給について
522,433

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成３１年３月　給与の支給について
30,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成３１年３月　給与の支給について
30,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成３１年３月　給与の支給について
30,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成３１年３月　給与の支給について
30,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成３１年３月　給与の支給について
30,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成３１年３月　給与の支給について
30,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成３１年３月　給与の支給について
30,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成３１年３月　給与の支給について
30,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
9,288,659

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
182,964

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
5,598,833

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
233,198

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 旅費　其他委員等旅費 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
504

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,997,019

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
210,228
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人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,106,286

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,749,527

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,208,769

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,218,479

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
208,773

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
210,297

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
208,708

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,196,265

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,166,710

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
455,161

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,791,338

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,811,692

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,722,035

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,166,712

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
405,762

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
196,623

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,664,540

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
210,230

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
994,631

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
599,011

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,852,907

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
586,792

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,771,345

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
210,236

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,630,377

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
3,498,974

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
997,468

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,241,762

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
221,050

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,846,590

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,109,867

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
904,574

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
455,219

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,242,974

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,325,579

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,201,808

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
220,949

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
195,598

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,372,156

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,365,882

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
421,133

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
305,903

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
280,938

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,016,570

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
162,258

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
180,472

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
374,053
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人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
474,337

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
138,767

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
72,448

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
282,281

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
580,943

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
821,263

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
131,343

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
625,828

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
746,807

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
178,026

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
948,434

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
75,001

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
383,506

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,060,791

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
653,824

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
66,080

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,107,180

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
388,698

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
142,078

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
204,979

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
621,681

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
36,120

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
240,114

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
426,640

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
490,109

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
813,914

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
108,463

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
5,180

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
81,162

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
35,212

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
68,796

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
120,680

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
24,088

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
81,193

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
30,871

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
8,145

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
65,631

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
25,308

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
59,528

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
92,490

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
50,785

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
69,456

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
11,408

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
66,409

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
24,670

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
25,890

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
66,397
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人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
57,507

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
68,614

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
18,326

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
9,599

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
119,461

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
130,169

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
98,138

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
17,745

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
63,123

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
8,271

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
57,233

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
15,999

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
56,252

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
27,966

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
57,212

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
92,687

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
9,672

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
86,340

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
57,821

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
16,851

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
680

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
180

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
36,772,924

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,169,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
6,236,013

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,145,250

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
3,249,947

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
6,882,855

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
781,700

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
2,950,445

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
212,455

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
7,236

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
351,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
351,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
526,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
526,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
351,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
175,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
351,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
351,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
351,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
526,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
175,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
362,800

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
351,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
526,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
175,500
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人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
175,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
909,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
351,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
351,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
351,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
4,473

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
292,690,726

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
8,970,844

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
84,240

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
56,160

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
56,160

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
56,160

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
28,080

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
58,048

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
84,240

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
56,160

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
28,080

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
28,080

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
56,160

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
56,160

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
56,160

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
715

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
84,240

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
48,786,564

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
84,240

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
28,080

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
56,160

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
145,520

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
56,160

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
56,160

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
2,937,900

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
17,394

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
21,123,477

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
45,380

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
26,011

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
29,671

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
13,380

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
9,309

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
24,492

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
36,653

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
6,109

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
22,107

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
9,309

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
13,849

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
39,270

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
2,781,140

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
15,709
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人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
5,236

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
19,781

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
35,867

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
38,461

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
36,181

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
16,254

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
6,074,117

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
611,532

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
3,494,466

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,760,966

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
4,227,740

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
4,024,108

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,783,619

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
4,338,671

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,589,974

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
5,737,009

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
605,024

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
809,612

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
198,227

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
808,558

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
569,252

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
199,712

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
404,530

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
189,819

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
112,900

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
124,908

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
65,029

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
87,294

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
153,229

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
406,968

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
128,130

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 徴税費
固定資産評価審査委
員会費

報酬　委員報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
498,600

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 統計調査費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
5,244,322

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 統計調査費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
100,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 統計調査費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
867,089

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 統計調査費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 統計調査費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
240,204

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 統計調査費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
150,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
189,363

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

選挙管理委員会委員
費

報酬　委員報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
4,144,100

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

選挙管理委員会委員
費

旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
4,860

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

監査委員費 報酬　委員報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
210,600

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

監査委員費 給料　特別職給 平成３１年３月　給与の支給について
750,600

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

人事委員会委員費 報酬　委員報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
393,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
21,192,989

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
532,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
3,642,407
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人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
843,447

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
872,281

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
742,130

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
377,300

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
190,530

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
174,705

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
18,339

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
500,480

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
11,668

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
29,179

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
291,843

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
135,261

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
207,905

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
687,046

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
165,630

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
44,668

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
973,763

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
372,685

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
98,422

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
124,241

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
396,676

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
62,826

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
519,437

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
429,862

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
2,231,031

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
256,518

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
54,220

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
6,478

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
3,684

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
58,969

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
85,801

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
920,161

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
581,800

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
1,457,700

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
1,088,600

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
1,359,135

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
894,100

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
540,120

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
1,443,200

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
130,098,480

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
42,472,780

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
1,443,200

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
765,100

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
751,300

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
1,460,700

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
1,001,230

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
1,582,300
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人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
1,777,700

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
1,327,523

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
1,475,720

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
1,197,200

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
1,496,600

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
522,200

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
2,046,800

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
2,026,400

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
1,710,400

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
1,094,300

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
1,617,400

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
11,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
60,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
6,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
25,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
74,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
26,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
47,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
6,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
58,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
83,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
64,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,090,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
115,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
31,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
27,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
74,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
19,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
104,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
35,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
100,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
16,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
16,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
4,385,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
87,872

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
258,208

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
123,456

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
7,143,087

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
22,128,575

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
211,072

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
308,272

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
215,443

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
288,224

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
352,864

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
246,912

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
254,514
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人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
95,648

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
233,621

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
186,016

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
259,952

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
121,248

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
191,568

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
252,512

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
160,196

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
88,179

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
254,512

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
155,056

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
261,696

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
345,088

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
274,784

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成３１年３月　給与の支給について
775,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,267,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
81,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
3,397,850

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,163,702

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
14,432,767

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
93,430

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
523,010

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
2,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
2,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
2,312,548

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
24,880

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
31,100

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
31,100

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
2,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
2,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
2,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
69,660

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成３１年３月　給与の支給について
332,600

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成３１年３月　給与の支給について
2,839,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
7,000
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人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,509,600

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
53,700

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
22,400

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
2,538,100

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
524,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
28,200

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
551,050

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
583,327

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
190,170

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
199,766

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
21,920

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
23,563

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　其他委員等旅費 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
5,820

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　其他委員等旅費 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
360

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,218,091

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
27,113

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
21,589

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　其他委員等旅費 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,620

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
543,316

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
3,388,835

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
242,852

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
987,259

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
164,645

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
199,837

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
4,373,164

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
16,290

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
24,581

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
61,526

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
65,142

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,300

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,070

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
222,841

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
252,241
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人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
6,690

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
790

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
5,324,041

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
265,259

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

旅費　其他委員等旅費 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
15,702

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
284,264

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,260

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
106,396,927

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
3,752,497

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
5,513,726

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　其他委員等旅費 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
190,351

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　其他委員等旅費 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
83,210

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
387,852

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,497,946

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
770,213

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
69,522

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,634,854

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
3,637,026

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
92,070

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 健康費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
198,760,520

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
5,970,310

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
33,705,351

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成３１年３月　給与の支給について
284,992

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
5,895,450

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
13,223,218

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
2,820,511

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成３１年３月　給与の支給について
5,697,300

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
41,140

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
4,242,223

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
8,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
47,870

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 健康費 健康費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,983,072

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
30,419

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　其他委員等旅費 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
9,650

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
375,468

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
69,807

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
33,773

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
932,091

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
73,373

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
3,125,505

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
140,639

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
117,926

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
4,088,295

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
24,217

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
218,297

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
765,938

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
626,923
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人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
656,426

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
53,740

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
820

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
11,054

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
6,511,210

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
516,319

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　其他委員等旅費 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
64,218

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
717,389

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
6,778

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
149,753,882

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
143,100,084

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
174,289,585

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
3,176,700

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
2,761,031

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
4,696,900

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
28,904,389

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
23,388,367

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
24,402,308

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成３１年３月　給与の支給について
988,717

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
2,824,450

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
32,653,847

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
36,144

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
8,967,915

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
8,678,629

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
38,857

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
403,025

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,495,669

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,777,356

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,034,780

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成３１年３月　給与の支給について
422,100

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
3,079,086

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
4,066,626

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
3,681,100

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
122,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
533,518

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
13,201,615

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
629,626

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
58,989

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
165,213

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
5,862,546

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,431,574

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
893,135

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
17,335

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
34,013

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
270,270

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
3,378

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
515,594
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人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
61,580

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　其他委員等旅費 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
14,050

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　其他委員等旅費 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
35,610

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　其他委員等旅費 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
65,790

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　其他委員等旅費 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
10,330

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
5,726,856

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
221,050

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,049,262

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
5,277,230

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
16,178,224

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
2,508,872

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
4,296,026

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
2,161,462

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
204,600

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
355,022

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
6,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
41,760

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
144,460

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　其他委員等旅費 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
6,914

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　其他委員等旅費 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
5,220

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　其他委員等旅費 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
97,840

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　其他委員等旅費 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
299,360

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
544,415

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
280,755

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
75,393

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
20,110

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
3,053,308

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
125,076

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
173,110

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
28,290

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
6,223,692

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
387,875

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
489,905

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,247,166

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,297,607

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
41,977,153

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
430,578

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
40,799,255

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
266,393

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
4,600

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,466,790

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,830

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
15,930

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
260

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
5,057,002

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
18,219,949

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
444,213



平成30年度（平成31年３月）　公金支出情報

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

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
352,617

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
134,405

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
834,985

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　其他委員等旅費 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
13,630

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　其他委員等旅費 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
133,430

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 環境費 環境費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
596,278,294

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 環境費 環境費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
27,688,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 環境費 環境費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
100,350,090

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 環境費 環境費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
3,305,100

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 環境費 環境費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
19,617,857

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 環境費 環境費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
6,890,049

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 環境費 環境費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
19,426,630

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 環境費 環境費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
10,147,788

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 環境費 環境費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
8,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 環境費 環境費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成３１年３月払　公務災害等休業補償費の支給について（環境局）
470,660

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 環境費 環境費 環境費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
629,125

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
25,017

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　其他委員等旅費 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
5,710

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
3,760,913

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
2,878,140

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
629,082

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
207,684

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
17,743

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
136,383

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
230,942

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　其他委員等旅費 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
39,410

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　其他委員等旅費 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
51,540

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　其他委員等旅費 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
9,140

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
120,439,092

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
3,778,400

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
20,754,861

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
4,948,700

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
11,419,864

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
959,112

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
2,367,800

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
47,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成３１年３月　給与の支給について
162,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,330,644

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
354,306

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
197,952

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
25,217

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
15,995

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
211,813

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
197,803

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
18,980

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　其他委員等旅費 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
3,140

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,570
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人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
371,208

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
457,483

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
30,574

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
538,543

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
208,638

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
26,252

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
230,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
284,238

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
16,380

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
15,270

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
587,200

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 旅費　其他委員等旅費 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,590

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
8,609,255

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
123,132,875

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
37,890,523

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
289,359,920

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
61,254,596

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
4,750,373

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
317,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,598,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
14,800,569

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,986,400

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
10,584,982

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
20,852,408

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
6,452,551

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
48,977,860

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,525,429

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
2,500,700

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
2,396,850

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
725,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
538,750

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,976,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
9,139,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
4,484,653

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
572,368

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
8,185,431

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
14,686,476

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
162,796

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
483,003

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,240,744

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
4,089,405

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
149,040

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
47,310

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
3,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,528,700

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
682,360

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
4,730,420
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人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
2,298,461

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
209,007

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
8,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
18,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
672,998

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
22,075

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
920,242

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
782,109

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,178,587

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
36,589

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
67,140

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　其他委員等旅費 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,610

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
199,955

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
195,598

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
390,749

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
585,341

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
390,711

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
3,765,100

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
3,081,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
133,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
126,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
623,696

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
513,280

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,049,681

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
54,626

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
223,360

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　特殊勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,540

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
171,700

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
89,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　夜間勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
2,970

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
404,430

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
204,757

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
134,212

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
216,590

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
18,160

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
15,080

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
41,320

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
50,060

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
22,720

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
2,452,986

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
295,600

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
95,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
407,757

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
47,296

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
684,375

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 河川費 河川費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
282,600
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人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 河川費 河川費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
45,216

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 公園費 公園費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
649,698

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 公園費 公園費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,691,230

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 公園費 公園費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
1,040,300

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 公園費 公園費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
7,840,567

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 公園費 公園費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
284,700

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
35,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
361,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,337,290

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
172,048

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
50,032

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
156,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
2,269,135

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
143,040

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
136,600

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 公園費 公園費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
375,295

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 公園費 公園費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
197,620

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 公園費 公園費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
190,880

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 公園費 公園費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
199,420

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 公園費 公園費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
185,155

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
104,920

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
38,220

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　其他委員等旅費 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,950

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　其他委員等旅費 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
84,370

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
283,369

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
340,911

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
18,660

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
195,598

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
10,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
474,716

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
460

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
23,160

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
441,723

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
629,011

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
36,180

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
28,518,321

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
12,833,100

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,518,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
445,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
2,148,576

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
4,877,494

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
396,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
150,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
4,207,542

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
306,964

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
235,396
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人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
2,540,419

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
472,300

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
385,900

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　夜間勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
4,664

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
872,821

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
40,111,407

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,396,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
6,743,940

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
616,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,557,587

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
626,299

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
786,700

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
389,065

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
203,346

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
57,789

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 旅費　其他委員等旅費 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,280

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
3,849,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
129,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
648,560

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
280,904

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
18,920

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
91,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
74,569,356

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
2,933,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
12,787,528

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
2,291,100

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
6,864,277

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,170,240

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
6,820

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,062,400

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
8,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
33,682

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
90,573

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,860,250

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
50,270,258

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
2,913,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
8,509,318

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
2,505,168

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,183,710

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　特殊勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
38,440

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
889,100

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　夜間勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
267,019

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,626,626

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,871

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
59,720

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
74,326,960
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人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
2,491,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
12,617,843

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,853,850

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
9,039,373

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
983,397

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,913,300

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成３１年３月　給与の支給について
124,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
182,964

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
2,111,839

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
393,153

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
192,693

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
192,693

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
58,512,096

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,893,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
9,874,635

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,258,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
5,427,911

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
556,780

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,341,400

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
8,862

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 消防費 消防費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
1,034,456,080

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
50,090,100

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
175,268,057

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
11,338,250

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
115,631,226

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
31,359,083

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
22,464,600

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
26,876,400

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
904,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成３１年３月　給与の支給について
662,309

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
16,296,433

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,002,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 消防費 消防費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成３１年３月払　公務災害等休業補償費の支給について（消防局）
68,328

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
865,514

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
555,899

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
11,173,839

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
2,785,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
263,020

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
41,542

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
99,520

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
188,888

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 委員費 報酬　委員報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
631,800

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 委員費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
5,740

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 給料　特別職給 平成３１年３月　給与の支給について
816,300

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
156,083,471

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 給料　教員給 平成３１年３月　給与の支給について
58,934,600

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
6,986,800
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人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
36,366,585

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
4,938,900

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
33,018,472

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
7,831,636

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成３１年３月　給与の支給について
121,400

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
3,579,512

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
8,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,067,151

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
276,428

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,070,079

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
6,825,127

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
949,393

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
679,413

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
3,238,834

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
198,553

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
340,962

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
912,267

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
196,186

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
224,546

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,920

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
8,145

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
51,076

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
175,475

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
49,279

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
9,018

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,414

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
103,300

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
4,140

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　職員児童手当システムサーバ機等一式長期借入に係る経費の支出について（２月分）
13,176

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
93,456,859

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
224,450

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
246,027

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
11,046

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
2,741,686

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,084,855

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
4,792,134

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
220,036

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
3,800

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
3,294,549

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,332,316

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
36,874

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
21,481

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
74,400

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,431,192

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,109,522

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
26,783

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
6,670
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人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
28,290

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
545,989

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
31,145

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
27,006

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 旅費　其他委員等旅費 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
3,200

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
270,873

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 旅費　普通旅費 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,680

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
5,646,224

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
256,987

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
15,536,894

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
912,834

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
11,072

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
417,736

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　其他委員等旅費 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
780

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　其他委員等旅費 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
5,950

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　其他委員等旅費 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
225,380

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
663,150

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
815,041

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
30,254

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 旅費　其他委員等旅費 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
10,490

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
702,890

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,581,921

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
787,796

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
181,629

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
277,640

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
72,014

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　其他委員等旅費 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
17,550

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　其他委員等旅費 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
7,254

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
2,880

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 大学費 大学費 管理費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
2,626,138

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 大学費 大学費 管理費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
138,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 大学費 大学費 管理費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
472,064

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 大学費 大学費 管理費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
160,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 大学費 大学費 管理費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
318,716

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 大学費 大学費 管理費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 追払金 給料　給料 都市計画局職員に係る給料等の支給について
447,790

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 追払金 職員手当等　扶養手当 都市計画局職員に係る給料等の支給について
17,680

人事室 管理課 平成31年03月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 追払金 職員手当等　地域手当 都市計画局職員に係る給料等の支給について
77,073

人事室 管理課 平成31年03月18日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付事務費

報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
137,644

人事室 管理課 平成31年03月18日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付事務費

賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
70,093

人事室 管理課 平成31年03月18日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付事務費

旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
7,882

人事室 管理課 平成31年03月18日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
4,303,200

人事室 管理課 平成31年03月18日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
165,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
738,652

人事室 管理課 平成31年03月18日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
81,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
238,107

人事室 管理課 平成31年03月18日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
102,490
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人事室 管理課 平成31年03月18日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
122,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成３１年３月　給与の支給について
54,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
819,594

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
5,454,824

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
3,157,474

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
3,244,000

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
4,592,500

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
5,026,223

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
5,695,404

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
3,477,223

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
5,241,478

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
3,650,031

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
3,137,380

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
3,066,402

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
3,331,303

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
13,504,484

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
3,049,136

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
4,562,014

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 月途中採用者の給与支給（30-18）
183,685

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
2,891,264

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
3,490,931

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
6,571,120

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
5,461,601

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
2,934,668

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
4,752,813

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
2,432,868

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
3,532,384

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
2,932,165

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
2,601,923

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
131,000

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
11,000

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
140,000

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
118,000

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
103,000

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
131,000

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
130,000

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
225,500

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
11,000

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
113,700

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
133,500

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
113,000

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
123,500

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
58,000

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
97,000

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
14,000

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
102,500

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
84,000
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人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
63,500

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
120,000

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
62,526

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
158,000

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
66,000

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
434,500

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
147,500

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
825,155

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
464,362

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
510,261

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
509,504

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
521,675

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
584,380

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
755,600

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
391,018

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
429,747

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
603,764

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
471,386

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
868,715

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
540,000

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
511,260

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
745,441

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
908,851

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
776,850

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,069,571

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
578,515

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
554,367

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 月途中採用者の給与支給（30-18）
29,389

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
897,454

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
2,255,195

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
936,542

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
479,551

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
569,108

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
156,000

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
784,159

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
99,357

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
6,900

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
117,560

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
106,522

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
111,700

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
96,658

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
58,430

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
21,999

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
73,640

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
108,552
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人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
12,309

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
234,590

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
6,000

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
141,110

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
168,925

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
69,226

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
60,660

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
182,635

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
8,870

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
66,154

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
242,270

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
134,149

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
54,900

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
56,200

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
58,200

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
166,800

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
81,000

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
240,700

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
91,500

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
61,000

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
82,700

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
117,000

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
128,700

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
61,000

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
85,500

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
87,700

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
89,000

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
89,000

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,246,330

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,873,584

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
59,801

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
16,609,760

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,058,599

人事室 管理課 平成31年03月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
778,724

人事室 管理課 平成31年03月18日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
416,600

人事室 管理課 平成31年03月18日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
24,544,631

人事室 管理課 平成31年03月18日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
1,316,900

人事室 管理課 平成31年03月18日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
4,165,932

人事室 管理課 平成31年03月18日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
78,656

人事室 管理課 平成31年03月18日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
235,500
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人事室 管理課 平成31年03月18日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
577,026

人事室 管理課 平成31年03月18日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
840,335

人事室 管理課 平成31年03月18日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
238,280

人事室 管理課 平成31年03月18日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
902,600

人事室 管理課 平成31年03月18日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成３１年３月払　公務災害等休業補償費の支給について（中央卸売市場南港市場）
777

人事室 管理課 平成31年03月18日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成３１年３月払　公務災害等休業補償費の支給について（中央卸売市場南港市場）
77,128

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
1,105,700

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
873,161

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
1,186,000

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
371,400

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
367,800

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
883,596

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
969,300

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
976,800

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
864,636

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
713,200

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
763,008

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
641,500

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
1,112,900

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
622,800

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
965,100

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
696,700

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
642,431

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
472,100

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
347,900

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
615,900

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
661,800

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
561,356

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
334,200

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
768,400

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
328,400

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
27,210

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
11,000

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
30,000

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
11,000

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
11,000

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
16,000

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
24,000

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
30,000

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
60,000

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
61,500

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
27,000

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
55,000

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
84,000

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
61,000

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
49,000
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人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
8,000

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
16,000

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
27,000

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
19,000

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
8,000

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
125,921

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
179,472

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
144,059

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
68,224

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
164,256

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
68,608

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
191,520

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
160,768

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
140,101

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
114,112

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
107,168

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
60,384

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
100,304

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
58,224

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
75,536

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
114,512

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
94,136

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
109,248

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
107,440

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
102,789

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
159,888

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
53,472

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
191,504

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
145,694

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
124,224

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
3,547

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
7,611

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
7,564

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
7,069

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
7,347

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
3,468

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
4,079

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
13,744

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
3,468

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
6,996

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
3,677

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
6,686

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
6,430

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
3,059

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
7,154

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
10,344

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
12,510



平成30年度（平成31年３月）　公金支出情報

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

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
7,708

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
172,044

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
2,000

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
6,900

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
4,200

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
2,000

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
8,145

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
2,000

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
2,000

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
2,000

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
209,590

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
84,000

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
53,936

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
61,000

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
61,000

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
61,000

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
753,043

人事室 管理課 平成31年03月18日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
195,797

人事室 管理課 平成31年03月18日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
198,244

人事室 管理課 平成31年03月18日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
757,400

人事室 管理課 平成31年03月18日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
11,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
122,944

人事室 管理課 平成31年03月18日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
63,957

人事室 管理課 平成31年03月18日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
24,340

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
1,605,427

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
1,640,545

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
1,651,505

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
1,336,600

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
2,683,298

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
1,817,700

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
1,938,640

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
1,281,845

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
1,326,700

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
1,589,900

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
1,339,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
2,162,545

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
2,587,445

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
2,864,327

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
1,975,147

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
3,262,625

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
1,720,700



平成30年度（平成31年３月）　公金支出情報
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人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
4,177,156

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
2,630,845

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
1,620,245

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
3,548,900

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
2,941,324

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
21,187,203

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
1,856,700

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成３１年３月　給与の支給について
2,649,025

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
27,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
109,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
11,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
73,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
33,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
46,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
44,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
796,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
54,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
22,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
27,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
11,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
27,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
27,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
125,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
43,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
72,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
50,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
60,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
104,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
8,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
77,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成３１年３月　給与の支給について
114,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
261,744

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
310,182

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
297,872

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
217,376

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
542,020

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
267,319

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
268,560

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
301,392

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
3,541,311

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
220,912

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
487,251

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
258,628

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
434,687

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
206,855

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
439,175

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
218,640
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人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
316,023

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
274,167

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
282,192

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
357,607

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
462,612

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
433,443

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
415,271

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
680,665

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成３１年３月　給与の支給について
585,264

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成３１年３月　給与の支給について
150,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成３１年３月　給与の支給について
2,305,706

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
118,630

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
4,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
99,380

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
2,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
31,100

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
6,900

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
2,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
87,250

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
85,380

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
79,330

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
28,220

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
13,100

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
129,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
2,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成３１年３月　給与の支給について
173,289

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
91,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
343,700

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
61,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
82,700

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
82,800

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
88,700

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
61,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
60,200

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成３１年３月　給与の支給について
91,500

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
180,216
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人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 賃金　賃金 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
518,164

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
6,690

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
介護予防・生活支援
サービス事業費

報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
15,231

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
介護予防・生活支援
サービス事業費

旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
4,980

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,050,102

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

報酬　其他委員等報酬 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
598,466

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
62,656

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

旅費　費用弁償 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
36,798

人事室 管理課 平成31年03月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

旅費　其他委員等旅費 平成３１年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
16,122

人事室 管理課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理業務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
92,687

人事室 管理課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理業務用　受取人払料金の支出について（２月分）
1,863

人事室 管理課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用　磁気テープファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（２月分）
17,928

人事室 管理課 平成31年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用　磁気テープファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（２月分）
864

人事室 管理課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　消耗品費 総務事務管理業務用　シュレッダーほか１点買入にかかる経費の支出について
60,696

人事室 管理課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用　産業廃棄物収集運搬・処理業務委託の実施経費の支出について
41,040

人事室 管理課 平成31年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 旅費　普通旅費 総務事務管理業務用　市内出張交通費の支出について（２月分）
9,136

人事室 管理課 平成31年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理業務用　インターネット回線使用料の支出について（２月分）
94,871

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 議会費 議会費 事務費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
3,102,266

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
4,861,634

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
8,304,409

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
5,120,764

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
4,692,909

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
4,946,020

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
7,014,000

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
10,721,130

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
3,236,306

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
5,388,398

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
3,341,518

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　消耗品費 総務事務管理業務用　コピー代の支出について（２月分）
51,721

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　光熱水費 総務事務管理業務用　電気料金の支出について（２月分）
578,629

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理業務用　ひかり電話料金の支出について（２月分）
131,496

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用　大阪市総務事務センター運営事業に関する包括的業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
51,302,924

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
16,244,788

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
11,262,388

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
18,541,833

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
11,188,226

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
14,357,356

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
11,735,643

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
9,771,802

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
10,028,000

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
12,171,496

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
11,020,686

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
16,168,502

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
11,324,609

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
11,022,524

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
11,389,545

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
11,961,096
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人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
14,601,983

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
9,617,107

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
20,024,730

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
12,597,718

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
22,171,191

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
32,533,978

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
11,549,247

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
17,657,863

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
9,087,574

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
16,971,838

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
10,002,673

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
78,580,242

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費 統計調査費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
1,407,502

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

監査委員費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
46,376

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

職員費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
5,844,824

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
57,564,180

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 健康費 健康費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
54,694,700

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
127,278,983

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 環境費 環境費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
161,562,312

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
33,653,637

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
120,919,347

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
4,325,286

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
17,448,559

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
1,998,758

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
801,412

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 河川費 河川費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
73,588

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
2,856,851

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
11,593,028

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
10,603,366

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
1,031,833

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
20,527,211

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
13,714,175

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
20,942,988

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
16,243,280

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
293,422,014

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
60,080,523

人事室 管理課 平成31年03月29日 一般会計 大学費 大学費 管理費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
4,320,713

人事室 管理課 平成31年03月29日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
1,239,237

人事室 管理課 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
27,827,875

人事室 管理課 平成31年03月29日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
7,016,363

人事室 管理課 平成31年03月29日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
5,064,941

人事室 管理課 平成31年03月29日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
228,511

人事室 管理課 平成31年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成３１年３月払　共済費事業主負担金の支出について
20,123,388

人事室 職員人材開発センター 平成31年03月04日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　光熱水費 一般事務用　職員人材開発センター電気料金の支出について（１月分）
19,190

人事室 職員人材開発センター 平成31年03月04日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　光熱水費 一般事務用　職員人材開発センター電気料金の支出について（１月分）
371,097

人事室 職員人材開発センター 平成31年03月05日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 備品購入費　庁用器具費 一般事務用　職員人材開発センター監視用モニター買入経費の支出について
217,404

人事室 職員人材開発センター 平成31年03月07日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 報償費　報償金 平成30年度夜間スキルアップ講座（第３弾）にかかる講師謝礼金の支出について（第１回）自己啓発支援用
87,820
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人事室 職員人材開発センター 平成31年03月08日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 平成30年度夜間スキルアップ講座（プレゼンテーション）に係る委託料の支出について（自己啓発支援用）
198,720

人事室 職員人材開発センター 平成31年03月12日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　手数料 平成30年度海外研修にかかる会費及び海外送金手数料の支出について（派遣・委託研修用）
11,000

人事室 職員人材開発センター 平成31年03月12日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 負担金、補助及交付金　会費 平成30年度海外研修にかかる会費及び海外送金手数料の支出について（派遣・委託研修用）
825,060

人事室 職員人材開発センター 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 報償費　報償金 平成30年度再任用職員研修に係る講師謝礼金の支出について
628,432

人事室 職員人材開発センター 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点昇降機設備保守点検業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
123,874

人事室 職員人材開発センター 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 使用料及賃借料　使用料 職員人材開発センター研修用パソコン等機器の長期借入に係る経費の支出について（平成31年２月分）
124,632

人事室 職員人材開発センター 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点昇降機設備保守点検業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
47,757

人事室 職員人材開発センター 平成31年03月20日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点昇降機設備保守点検業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
86,556

人事室 職員人材開発センター 平成31年03月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点昇降機設備保守点検業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
86,384

人事室 職員人材開発センター 平成31年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 報償費　報償金 専門研修用　平成30年度手話研修（入門編）のにかかる講師謝礼金の支出について（２回目／全２回）
431,160

人事室 職員人材開発センター 平成31年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 一般事務用　水性顔料マーカーほか16点の買入経費の支出について
156,762

人事室 職員人材開発センター 平成31年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 職員人材開発センター小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
750

人事室 職員人材開発センター 平成31年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　光熱水費 一般事務用　平成30年度阿倍野防災拠点水道料金の支出について（２月請求分）
3,271

人事室 職員人材開発センター 平成31年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　光熱水費 一般事務用　平成30年度阿倍野防災拠点水道料金の支出について（２月請求分）
40,906

人事室 職員人材開発センター 平成31年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 一般事務用　平成30年度阿倍野防災拠点水道料金の支出について（２月請求分）
4,052

人事室 職員人材開発センター 平成31年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 一般事務用　平成30年度阿倍野防災拠点水道料金の支出について（２月請求分）
42,002

人事室 職員人材開発センター 平成31年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 報償費　報償金 平成30年度夜間スキルアップ講座（第３弾）にかかる講師謝礼金の支出について（完納）自己啓発支援用
55,000

人事室 職員人材開発センター 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（２月分）
3,284

人事室 職員人材開発センター 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（２月分）
19,207

人事室 職員人材開発センター 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　建物修繕料 一般事務用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）自家発電設備直流電源盤修繕の実施にかかる経費の支出について
92,477

人事室 職員人材開発センター 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 一般事務用　インターネット回線使用料の支出について（２月分）
6,372

人事室 職員人材開発センター 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 一般事務用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）共用部防火シャッター危害防止装置設置業務委託の実施にかかる経費の支出について
569,172

人事室 職員人材開発センター 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　建物修繕料 一般事務用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）自家発電設備直流電源盤修繕の実施にかかる経費の支出について
37,678

人事室 職員人材開発センター 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 一般事務用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）共用部防火シャッター危害防止装置設置業務委託の実施にかかる経費の支出について
231,903

人事室 職員人材開発センター 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　建物修繕料 一般事務用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）自家発電設備直流電源盤修繕の実施にかかる経費の支出について
76,167

人事室 職員人材開発センター 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 一般事務用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）共用部防火シャッター危害防止装置設置業務委託の実施にかかる経費の支出について
468,799

人事室 職員人材開発センター 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 一般事務用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）自家発電設備直流電源盤修繕の実施にかかる経費の支出について
73,398

人事室 職員人材開発センター 平成31年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 一般事務用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）共用部防火シャッター危害防止装置設置業務委託の実施にかかる経費の支出について
451,754

経済戦略局 総務課 平成31年03月01日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　消耗品費 一般事務用朝日新聞・日本経済新聞購読経費にかかる支出について（平成３０年１０月～１２月分）
80,433

経済戦略局 総務課 平成31年03月01日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度経済戦略局庁内情報利用環境プリンタ一式の長期借用にかかる支出について（１月分）
16,146

経済戦略局 総務課 平成31年03月01日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系利用パソコン等機器（経済戦略局）一式長期借入にかかる支出について（１月分）
51,467

経済戦略局 総務課 平成31年03月01日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 経済戦略局庁舎（ＩＴＭ棟）における通信回線（一般回線）の配線にかかる所要経費の支出について（平成31年1月分）
540

経済戦略局 総務課 平成31年03月01日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）一式長期借入にかかる支出について（１月分）
3,564

経済戦略局 総務課 平成31年03月01日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
453,987

経済戦略局 総務課 平成31年03月01日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 経済戦略局庁舎（Ｏ’ｓ棟）における通信回線（一般回線）の配線にかかる所要経費の支出について（平成31年1月分）
1,080

経済戦略局 総務課 平成31年03月01日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）（２）一式長期借入にかかる支出について（１月分
8,341

経済戦略局 総務課 平成31年03月01日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）一式長期借入にかかる支出について（１月分）
37,719

経済戦略局 総務課 平成31年03月01日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
334,421

経済戦略局 総務課 平成31年03月01日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 負担金、補助及交付金　分担金 経済戦略局倉庫にかかる衛生組合分担金の支出について（平成31年２月分）
6,000

経済戦略局 総務課 平成31年03月01日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 使用料及賃借料　使用料 平成２９年度経済戦略局点字パソコン等機器一式長期借入（その２）の支出について（１月分）
88,020

経済戦略局 総務課 平成31年03月08日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 平成30年度総務課（計理・調達）業務にかかる市内出張交通費（９～12月口座不能分）の支出について
23,360

経済戦略局 総務課 平成31年03月08日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 平成30年度総務課（計理・調達）業務にかかる市内出張交通費の支出について（１月分）
9,440

経済戦略局 総務課 平成31年03月11日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 報償費　報償金 平成30年経済戦略局職員人権問題研修会の講師謝礼金等の支出について（平成31年1月24日～2月12日分）
43,760

経済戦略局 総務課 平成31年03月11日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 経済戦略局ファクシミリ装置一式長期借入にかかる支出について（１月分）
43,416

経済戦略局 総務課 平成31年03月13日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務用油性マーカー－１ほか113点の購入経費の支出について
9,807

経済戦略局 総務課 平成31年03月13日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務用油性マーカー－１ほか113点の購入経費の支出について
258,355

経済戦略局 総務課 平成31年03月13日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務用油性マーカー－１ほか113点の購入経費の支出について
38,556
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経済戦略局 総務課 平成31年03月13日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務用油性マーカー－１ほか113点の購入経費の支出について
10,696

経済戦略局 総務課 平成31年03月13日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務用油性マーカー－１ほか113点の購入経費の支出について
3,054

経済戦略局 総務課 平成31年03月13日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務用油性マーカー－１ほか113点の購入経費の支出について
20,855

経済戦略局 総務課 平成31年03月13日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務用油性マーカー－１ほか113点の購入経費の支出について
53,721

経済戦略局 総務課 平成31年03月13日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務用油性マーカー－１ほか113点の購入経費の支出について
89,202

経済戦略局 総務課 平成31年03月13日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務用油性マーカー－１ほか113点の購入経費の支出について
6,567

経済戦略局 総務課 平成31年03月13日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務用油性マーカー－１ほか113点の購入経費の支出について
3,910

経済戦略局 総務課 平成31年03月13日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務用油性マーカー－１ほか113点の購入経費の支出について
20,509

経済戦略局 総務課 平成31年03月13日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務用油性マーカー－１ほか113点の購入経費の支出について
135,639

経済戦略局 総務課 平成31年03月13日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務用油性マーカー－１ほか113点の購入経費の支出について
56,205

経済戦略局 総務課 平成31年03月15日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
540

経済戦略局 総務課 平成31年03月15日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
328

経済戦略局 総務課 平成31年03月15日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 経済戦略局分室事務用電話代（ＦＡＸ用、２月分）の支出について
11,908

経済戦略局 総務課 平成31年03月15日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
246

経済戦略局 総務課 平成31年03月15日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
320

経済戦略局 総務課 平成31年03月15日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,855

経済戦略局 総務課 平成31年03月15日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
400

経済戦略局 総務課 平成31年03月15日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
700

経済戦略局 総務課 平成31年03月15日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
222

経済戦略局 総務課 平成31年03月18日 一般会計 大学費 大学費 管理費 旅費　普通旅費 高等教育段階の教育費負担軽減新制度説明会の参加に係る経費の支出について
28,840

経済戦略局 総務課 平成31年03月19日 一般会計 大学費 大学費 管理費 旅費　普通旅費 全国公立大学設置団体協議会研修会への出張命令及び経費の支出について
21,480

経済戦略局 総務課 平成31年03月20日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　消耗品費 一般事務用複写関連消耗品（大阪城天守閣コピー代）経費の支出について（１月分）
2,437

経済戦略局 総務課 平成31年03月20日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　消耗品費 一般事務用読売新聞買入にかかる支出について（平成３０年７月～平成３１年１月分）
85,866

経済戦略局 総務課 平成31年03月20日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　消耗品費 一般事務用複写関連消耗品（コピー代）経費の支出について（１月分）
196,876

経済戦略局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 通信サービス経費（サミット）の支出について（１月分）
5,130

経済戦略局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 ITM棟通信サービス経費の支出について（１月分）
8,100

経済戦略局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 IR推進局通信サービス経費の支出について（１月分）
5,130

経済戦略局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 大阪府咲洲庁舎分室通信サービス経費の支出について（１月分）
5,130

経済戦略局 総務課 平成31年03月22日 一般会計 大学費 大学費 管理費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービスに係る経費の単価契約支出について（大学１月分）
5,130

経済戦略局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　光熱水費 経済戦略局分室庁舎における光熱費（電気代）にかかる所要経費の支出について（２月分）
104,222

経済戦略局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　光熱水費 経済戦略局分室庁舎における光熱水費（水道代）にかかる所要経費の支出について（２月分）
5,650

経済戦略局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　光熱水費 経済戦略局庁舎（O's棟）における光熱費（電気・空調）にかかる所要経費の支出について（２月分）
529,020

経済戦略局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　光熱水費 経済戦略局庁舎（ITM棟）における光熱費（電気・空調）にかかる所要経費の支出について（２月分）
259,391

経済戦略局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 経済戦略局庁舎（ＩＴＭ棟）における通信回線（一般回線）の配線にかかる所要経費の支出について（２月分）
540

経済戦略局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 経済戦略局庁舎（Ｏ’ｓ棟）における通信回線（一般回線）の配線にかかる所要経費の支出について（２月分）
1,080

経済戦略局 総務課 平成31年03月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成３０年度中央卸売市場本場業務管理棟にかかる共益費の支出について（３月分）
2,074,793

経済戦略局 総務課 平成31年03月26日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム回線使用料にかかる経費の支出について（2月分）
4,295

経済戦略局 総務課 平成31年03月27日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 委託料　委託料 平成30年度経済戦略局ＡＴＣ庁舎ねずみ及び衛生害虫駆除業務委託（その２）の経費の支出について
135,000

経済戦略局 総務課 平成31年03月28日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　不動産賃借料 経済戦略局東京赴任職員公舎の賃貸借契約にかかる経費の支出について（東京都台東区）
297,935

経済戦略局 総務課 平成31年03月28日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 貸付金　保証金 経済戦略局東京赴任職員公舎の賃貸借契約にかかる経費の支出について（東京都台東区）
288,000

経済戦略局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（ITM棟、FAX分）一般事務用電話代の支出について（２月分）
2,766

経済戦略局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（咲洲庁舎）一般事務用電話代の支出について（１月分）
4,752

経済戦略局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（２月分）
82

経済戦略局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（２月分）
120

経済戦略局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（２月分）
1,903

経済戦略局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（２月分）
66,469

経済戦略局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（２月分）
3,981
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経済戦略局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 経済戦略局分室事務用電話代（２月分）の支出について
109,992

経済戦略局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（O's棟）一般事務用電話代の支出について（２月分）
81,374

経済戦略局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（ITM棟）一般事務用電話代の支出について（２月分）
49,441

経済戦略局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（２月分）
7,004

経済戦略局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（２月分）
41,198

経済戦略局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（２月分）
1,084

経済戦略局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（大阪城天守閣学芸員室）一般事務用電話代の支出について（２月分）
1,356

経済戦略局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度経済戦略局庁内情報利用環境プリンタ一式の長期借用にかかる支出について（２月分）
16,146

経済戦略局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 経済戦略局ファクシミリ装置一式長期借入にかかる支出について（２月分）
43,416

経済戦略局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）（２）一式長期借入にかかる支出について（２月分）
8,341

経済戦略局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）一式長期借入にかかる支出について（２月分）
3,564

経済戦略局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
334,421

経済戦略局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）一式長期借入にかかる支出について（２月分）
37,719

経済戦略局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系利用パソコン等機器（経済戦略局）一式長期借入にかかる支出について（２月分）
51,467

経済戦略局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
453,987

経済戦略局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　不動産賃借料 経済戦略局東京赴任職員公舎の賃貸借契約にかかる経費の支出について
174,925

経済戦略局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　不動産賃借料 経済戦略局東京赴任職員公舎の賃貸借契約にかかる仲介手数料の支出について（東京都台東区）
155,520

経済戦略局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 万博誘致推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（２月分）
2,215

経済戦略局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（２月分）
35,536

経済戦略局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（２月分）
1,050

経済戦略局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（２月分）
1,636

経済戦略局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（２月分）
485

経済戦略局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（２月分）
920

経済戦略局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（２月分）
6,922

経済戦略局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 使用料及賃借料　使用料 平成２９年度経済戦略局点字パソコン等機器一式長期借入（その２）の支出について（２月分）
88,020

経済戦略局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 大学費 大学費 運営推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成３０年度公立大学法人大阪市立大学運営費交付金の支出について（府立・市立大学法人統合準備関連事業（新法人本部設置にかかる経費分））
29,152,000

経済戦略局 総務課 平成31年03月29日 一般会計 大学費 大学費 整備推進費 貸付金　貸付金 平成３０年度大阪市立大学貸付金の支出について
1,000,000,000

経済戦略局 施設整備課 平成31年03月12日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　建物修繕料 保守用大阪市立都島屋内プールろ過設備修繕に係る修繕料の支出について
540,000

経済戦略局 施設整備課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　其他委員等旅費 経済戦略局施設整備課事務用市内出張等交通費（ＡＴＣ非常勤嘱託職員）にかかる支出について（１月分）
3,550

経済戦略局 施設整備課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 経済戦略局施設整備課事務用市内出張等交通費にかかる支出について（１月分）
51,955

経済戦略局 施設整備課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 大阪市立生野屋内プール監視装置整備業務委託にかかる委託料の支出について
4,428,000

経済戦略局 施設整備課 平成31年03月22日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 旅費　其他委員等旅費 経済戦略局施設整備課事務用市内出張交通費（非常勤嘱託職員）にかかる支出について（１月分）
20,203

経済戦略局 施設整備課 平成31年03月22日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 保守用大阪市立天王寺スポーツセンター・真田山プール自動制御設備整備業務委託にかかる委託料の支出について
5,648,400

経済戦略局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　建物修繕料 保守用大阪市中央公会堂空調熱源設備修繕にかかる修繕料の支出について
1,473,595

経済戦略局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　消耗品費 平成３０年度学校体育施設開放事業用物置－１ほか１点買入にかかる支出について
279,180

経済戦略局 施設整備課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 保守用大阪市中央体育館吊物設備整備業務委託にかかる委託料の支出について
31,860,000

経済戦略局 企画課 平成31年03月22日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 深夜帰宅にかかるタクシー代の立替払い支出について（平成31年3月7日分）
2,120

経済戦略局 企画課 平成31年03月28日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 企画課所管業務にかかる市内出張交通費等の支出について（平成30年12月分）
8,280

経済戦略局 企画課 平成31年03月28日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 企画課所管業務にかかる市内出張交通費等の支出について（平成31年２月分）
9,440

経済戦略局 企画課 平成31年03月28日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 企画課所管業務にかかる市内出張交通費等の支出について（平成31年１月分）
7,080

経済戦略局 観光課 平成31年03月01日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 観光事業用　観光案内表示板にかかる横浜市へのヒアリング等にかかる出張経費の支出について
59,514

経済戦略局 観光課 平成31年03月01日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 需用費　光熱水費 御堂筋（新橋～難波西口）電源設備にかかる電気代の支出について（2月分）
7,840

経済戦略局 観光課 平成31年03月05日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 観光事業用　市内出張等交通費の支出について（平成30年10～11月分）
275,886

経済戦略局 観光課 平成31年03月05日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 観光事業用　市内出張等交通費の支出について（平成30年7～9月分）
353,830

経済戦略局 観光課 平成31年03月05日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 観光事業用　市内出張等交通費の支出について（平成30年10～11月分）
1,430

経済戦略局 観光課 平成31年03月05日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 観光事業用　市内出張等交通費の支出について（平成30年7～9月分）
3,660

経済戦略局 観光課 平成31年03月08日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 観光事業用　市内出張等交通費の支出について（平成30年12月分）
146,008
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経済戦略局 観光課 平成31年03月08日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 観光事業用　市内出張等交通費（平成30年4～6月口座不能分）にかかる支出について
12,487

経済戦略局 観光課 平成31年03月08日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 需用費　光熱水費 御堂筋（大江橋北詰～阪神前）電源設備にかかる電気代の支出について（2月分）
5,860

経済戦略局 観光課 平成31年03月08日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 観光事業用　市内出張等交通費の支出について（平成30年12月分）
1,160

経済戦略局 観光課 平成31年03月15日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 観光事業用　住宅宿泊事業法関係自治体連絡会議への出席にかかる出張経費の支出について
29,260

経済戦略局 観光課 平成31年03月15日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 役務費　筆耕翻訳料 第６回特別史跡大坂城跡整備計画検討会議（公園・観光部会）の開催にかかる筆耕翻訳料の支出について（平成31年２月12日分）
32,508

経済戦略局 観光課 平成31年03月15日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 役務費　筆耕翻訳料 第６回特別史跡大坂城跡整備計画検討会議（文化財部会）の開催にかかる筆耕翻訳料の支出について（平成31年２月４日分）
30,186

経済戦略局 観光課 平成31年03月20日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 報償費　報償金 第６回　特別史跡大坂城跡整備計画検討会議（公園・観光部会）（平成31年２月12日開催）にかかる報償金の支出について
51,940

経済戦略局 観光課 平成31年03月20日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 報償費　報償金 第６回　特別史跡大坂城跡整備計画検討会議（文化財部会）（平成31年２月４日開催）にかかる報償金の支出について
53,740

経済戦略局 観光課 平成31年03月22日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 委託料　委託料 観光バス乗降場の利便性向上事業用平成30年度日本橋観光バス乗降スペース等における交通誘導警備業務委託料の支出について（平成30年度2月分）
2,021,760

経済戦略局 観光課 平成31年03月25日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 大阪城天守閣の庁内情報パソコンにかかるネットワーク回線使用料の支払いについて（２月分）
19,838

経済戦略局 観光課 平成31年03月25日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 備品購入費　図書購入費 「戦国遺文　真田氏編第１巻」ほか５点の購入にかかる支出について
68,985

経済戦略局 観光課 平成31年03月26日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム回線使用料にかかる経費の支出について（２月分）
3,890

経済戦略局 観光課 平成31年03月28日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 観光事業用　民泊に関する要望書の提出及び意見交換等にかかる出張経費の支出について
29,870

経済戦略局 観光課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 豊臣石垣公開事業用　文化庁（東京都）への出張旅費の支出について
29,240

経済戦略局 観光課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,032

経済戦略局 観光課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 需用費　光熱水費 御堂筋（新橋～難波西口）電源設備にかかる電気代の支出について（3月分）
7,860

経済戦略局 観光課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 役務費　通信運搬費 経済戦略局中央卸売市場業務管理棟における事務用後納郵便（2月分）の支出について
13,580

経済戦略局 観光課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
410

経済戦略局 観光課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 役務費　通信運搬費 経済戦略局中央卸売市場業務管理棟における事務用後納郵便（2月分）の支出について
460

経済戦略局 観光課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 役務費　通信運搬費 経済戦略局中央卸売市場業務管理棟における事務用後納郵便（2月分）の支出について
11,175

経済戦略局 観光課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 委託料　委託料 豊臣石垣公開施設整備にかかる石垣等安定解析業務委託経費の支出について
950,400

経済戦略局 観光課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 経済戦略局中央卸売市場業務管理棟における事務用後納郵便（2月分）の支出について
280

経済戦略局 文化課 平成31年03月01日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 報償費　報償金 定期建物賃貸借契約にかかる法律相談費用の支出について
27,000

経済戦略局 文化課 平成31年03月01日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 報償費　報償金 定期建物賃貸借契約にかかる法律相談費用の支出について
22,499

経済戦略局 文化課 平成31年03月01日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　印刷製本費 平成30年度大阪新美術館建設準備室所蔵冊子資料デジタル化業務委託にかかる支出について
907,200

経済戦略局 文化課 平成31年03月01日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 使用料及賃借料　使用料 「（仮称）こども本の森　中之島」開館準備業務用パソコン等機器一式（その２）借入経費の支出について
35,062

経済戦略局 文化課 平成31年03月07日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　消耗品費 平成30年度大阪新美術館建設準備室研究資料用海外雑誌（その２）買入経費の支出について（12月分）
310,527

経済戦略局 文化課 平成31年03月08日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 報償費　報償金 伝統芸能を活用した大阪の魅力開発促進のための有識者会議（平成31年２月12日開催分）報償金にかかる支出について
86,220

経済戦略局 文化課 平成31年03月08日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 報償費　報償金 博物館群施設美術資料等収集・評価会議（大阪歴史博物館）の経費に係る支出について
172,240

経済戦略局 文化課 平成31年03月08日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 報償費　報償金 博物館群施設美術資料等収集・評価会議（東洋陶磁美術館）の経費に係る支出について
71,680

経済戦略局 文化課 平成31年03月08日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 報償費　報償金 博物館群施設美術資料等収集・評価会議（大阪歴史博物館）の経費に係る支出負担行為決議について
17,280

経済戦略局 文化課 平成31年03月08日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 報償費　報償金 博物館群施設美術資料等収集・評価会議（大阪市立美術館、大阪歴史博物館）の経費に係る支出について
35,260

経済戦略局 文化課 平成31年03月08日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　青少年のための歌舞伎鑑賞授業の実施に伴うイヤホンガイド使用料の支出について（1月分）
338,000

経済戦略局 文化課 平成31年03月08日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 使用料及賃借料　使用料 「（仮称）こども本の森　中之島」開館準備用暖房器具借入にかかる支出について
29,568

経済戦略局 文化課 平成31年03月08日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（Ａ級ＭｉｓｓｉｎｇＬｉｎｋ）
118,000

経済戦略局 文化課 平成31年03月12日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 博物館運営企画室業務にかかる市内出張交通費の支出について（30年７月分から11月分まで）
360,413

経済戦略局 文化課 平成31年03月13日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（特定非営利活動法人なにわ文化芸術芸能推進協議会）
100,000

経済戦略局 文化課 平成31年03月13日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成３０年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の口座振替不能処理に伴う再支出について（遊気舎）
200,000

経済戦略局 文化課 平成31年03月13日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（彗星マジック）
100,000

経済戦略局 文化課 平成31年03月13日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（無名劇団）
100,000

経済戦略局 文化課 平成31年03月15日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 報償費　報償金 博物館群施設美術資料等収集・評価会議（大阪歴史博物館）の経費に係る支出について
35,440

経済戦略局 文化課 平成31年03月15日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 博物館運営企画室業務にかかる市内出張交通費の支出について（30年12月分）
69,571

経済戦略局 文化課 平成31年03月15日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 文化課こども本の森整備担当（臨時職員等）市内出張交通費（２月分）の支出について
4,650

経済戦略局 文化課 平成31年03月15日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 文化部文化振興グループ事務用市内出張交通費の支出について（１２月分）
33,558

経済戦略局 文化課 平成31年03月15日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 平成30年度クラシック音楽普及促進事業実施業務委託にかかる委託料の支出について（第2回中間払い）
5,426,634

経済戦略局 文化課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 報償費　報償金 伝統芸能を活用した大阪の魅力開発促進のための有識者会議（平成31年２月26日開催分）報償金にかかる支出について
86,060

経済戦略局 文化課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（悪い芝居）
200,000
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経済戦略局 文化課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（みてアート実行委員会）
200,000

経済戦略局 文化課 平成31年03月19日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 新美術館用　VIプロポーザル有識者会議の開催に係る出張経費の支出について（平成30年６月26日実施分）
29,099

経済戦略局 文化課 平成31年03月19日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 新美術館用　東京都美術館外１箇所への出張経費の支出について（平成30年５月28日実施分）
8,392

経済戦略局 文化課 平成31年03月19日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　消耗品費 新美術館用　平成30年度「全国博物館総覧」 購入にかかる支出について
40,824

経済戦略局 文化課 平成31年03月19日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（精華千日前キネマ映画祭実行委員会）
200,000

経済戦略局 文化課 平成31年03月20日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 台風21号による史跡難波宮跡倒木緊急剪定・伐採等業務委託にかかる支出について
1,998,000

経済戦略局 文化課 平成31年03月20日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 平成30年度大阪新美術館建設準備室収蔵作品等の撮影にかかる設営等業務委託経費のについて
1,275,190

経済戦略局 文化課 平成31年03月20日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 使用料及賃借料　使用料 大阪新美術館建設準備室収蔵品管理システムサービス提供業務委託にかかる支出について（平成31年２月分）
32,400

経済戦略局 文化課 平成31年03月20日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 使用料及賃借料　使用料 大阪新美術館建設準備室庁内情報利用パソコン等長期借入にかかる支出について（平成30年２月分）
16,740

経済戦略局 文化課 平成31年03月22日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 博物館運営企画室業務にかかる市内出張交通費の支出について（31年１月分）
49,063

経済戦略局 文化課 平成31年03月22日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 「なにわの芸術応援募金」ＰＲ動画制作業務委託にかかる委託料の支出について
432,000

経済戦略局 文化課 平成31年03月22日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（公益財団法人　大槻能楽堂）
100,000

経済戦略局 文化課 平成31年03月25日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（大阪アーティスト協会）
200,000

経済戦略局 文化課 平成31年03月26日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
16,670

経済戦略局 文化課 平成31年03月26日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,336

経済戦略局 文化課 平成31年03月26日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,822

経済戦略局 文化課 平成31年03月26日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 「こども本の森 中之島」寄贈本受付施設用携帯電話料金にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
6,784

経済戦略局 文化課 平成31年03月26日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 平成30年度サントリーポスターコレクション作品等保管等業務委託にかかる支出について（２月分）
857,112

経済戦略局 文化課 平成31年03月26日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（劇団不労社）
100,000

経済戦略局 文化課 平成31年03月27日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 新美術館用　寄贈予定者宅への出張経費の支出について（平成30年７月５日実施分）
21,080

経済戦略局 文化課 平成31年03月27日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 平成30年度大阪市立自然史博物館ほか３施設に係る中長期保全計画策定支援業務委託にかかる支出について
24,192,000

経済戦略局 文化課 平成31年03月27日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（公益社団法人大阪フィルハーモニー協会）
3,000,000

経済戦略局 文化課 平成31年03月27日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（THE ROB CARLTON）
100,000

経済戦略局 文化課 平成31年03月28日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 大阪新美術館建設準備室美術作品保管業務委託にかかる支出について（平成31年２月分）
1,721,476

経済戦略局 文化課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 文化部文化振興グループ事務用市内出張交通費の支出について（１月分）
31,651

経済戦略局 文化課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 博物館運営企画室博物館担当　姫路市役所への出張に伴う経費の支出について（平成31年３月６日実施分）
3,660

経済戦略局 文化課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 文化部事務用　後納郵便料金（2月分）の支出について
81,063

経済戦略局 文化課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 平成30年度泉布観機械警備業務委託（長期継続）にかかる支出について（10月～12月分）
90,396

経済戦略局 文化課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 平成30年度大阪市立美術館ほか３施設の管理運営業務の経費にかかる支出について（第四四半期分（追加））
21,380,000

経済戦略局 文化課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 使用料及賃借料　使用料 「（仮称）こども本の森　中之島」開館準備用暖房器具借入にかかる支出について
32,736

経済戦略局 文化課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 使用料及賃借料　使用料 「（仮称）こども本の森　中之島」開館準備業務用パソコン等機器一式（その２）借入経費の支出について
155,269

経済戦略局 文化課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（正直者の会）
111,000

経済戦略局 立地推進担当 平成31年03月06日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 立地推進担当（立地推進）業務用市内出張等交通費の支出について（平成３１年１月分）
15,024

経済戦略局 立地推進担当 平成31年03月13日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 報償費　報償金 平成30年度第4回大阪市イノベーション拠点立地促進助成金事業有識者会議に係る報償金の支出について
83,960

経済戦略局 立地推進担当 平成31年03月15日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　筆耕翻訳料 平成30年度国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業の定期監査・随時監査にかかる日英逐次通訳業務の委託料の支出命令について（単価契約）
14,580

経済戦略局 立地推進担当 平成31年03月20日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 立地推進担当（特区）業務用市内出張等交通費の支出について（平成３１年２月分）
3,150

経済戦略局 立地推進担当 平成31年03月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　光熱水費 立地推進担当用　アジア太平洋トレードセンター光熱費（ビジネスサポートオフィス分）の支出について（２月分）
53,275

経済戦略局 立地推進担当 平成31年03月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 立地推進担当用　アジア太平洋トレードセンター構内配線使用料（ビジネスサポートオフィス用）の支出について（２月分）
3,240

経済戦略局 立地推進担当 平成31年03月26日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 平成30年度　企業立地にかかる職員の東京出張経費の支出について
28,500

経済戦略局 立地推進担当 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 報償費　報償金 平成31年度「企業等誘致・集積推進事業業務委託」事業受託者のプロポーザル選定に係る有識者会議の開催に係る支出について
63,400

経済戦略局 立地推進担当 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 立地推進担当（立地推進）業務用市内出張等交通費の支出について（平成３１年２月分）
31,281

経済戦略局 立地推進担当 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　消耗品費 立地推進担当用　乾式電子複写機の使用にかかる経費の支出について（２月分）
61,635

経済戦略局 イノベーション担当 平成31年03月07日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 CareTEX2019への出展にかかる管外出張旅費の支出について（平成31年2月8日）
29,560

経済戦略局 イノベーション担当 平成31年03月11日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 「大阪イノベーションハブ」で本市職員が使用する電話回線の使用にかかる経費の支出について（平成31年2月分）
4,193

経済戦略局 イノベーション担当 平成31年03月20日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　光熱水費 大学と連携した人材育成中核拠点用大阪駅前第２ビル光熱費（平成31年2月分）の支出について
64,836

経済戦略局 イノベーション担当 平成31年03月25日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成30年度クリエイティブ産業創出・育成支援事業（賃料・共益費）にかかる経費の支出について（平成31年３月分）
2,743,567

経済戦略局 イノベーション担当 平成31年03月26日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 報償費　報償金 公募型プロポーザル方式による業務委託契約（平成31年度グローバルイノベーション創出支援事業）の受託者選定に係る有識者会議の経費の支出について
49,500
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経済戦略局 イノベーション担当 平成31年03月26日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 報償費　報償金 公募型プロポーザル方式による業務委託契約（平成31年度ＯＩＨシードアクセラレーションプログラム）の受託者選定に係る有識者会議の経費の支出について
52,360

経済戦略局 イノベーション担当 平成31年03月27日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 負担金、補助及交付金　分担金 大学と連携した人材育成中核拠点用大阪駅前第２ビル分担金（平成31年3月分）の支出について
1,080,559

経済戦略局 イノベーション担当 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 報償費　報償金 平成31年度第1回大阪市イノベーション創出支援補助金検討会委員への報償金の支出について
69,380

経済戦略局 イノベーション担当 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 報償費　報償金 平成31年度第1回大阪市イノベーション創出支援補助金検討会における専門家等への意見聴取に対する報償金の支出について
40,500

経済戦略局 イノベーション担当 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 起業家甲子園への出席にかかる管外出張旅費の支出について
28,900

経済戦略局 イノベーション担当 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 総務省・国立研究開発法人情報通信研究機構主催「起業家応援団連携会議」への出席に係る管外出張旅費の支出について
28,900

経済戦略局 イノベーション担当 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 イノベーション担当業務に係る市内出張交通費等の支出について（２月分）
22,150

経済戦略局 イノベーション担当 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　光熱水費 大阪イノベーションハブにおける電気代の支出について（平成31年2月分）
199,837

経済戦略局 国際担当 平成31年03月04日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 報償費　報償金 第２回「大阪国際交流センターの施設賃貸借におけるモニタリング有識者会議」にかかる委員報償金の支出について（平成３０年１２月２０日実施分）
40,360

経済戦略局 国際担当 平成31年03月06日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　消耗品費 国際交流企画用デジタルカメラ及びＩＣレコーダー買入にかかる支出について
13,554

経済戦略局 国際担当 平成31年03月08日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 国際担当用市内等出張交通費の支出について（平成３１年１月分）
28,350

経済戦略局 国際担当 平成31年03月08日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 国際担当用市内等出張交通費の支出について（平成３１年１月分）
4,935

経済戦略局 国際担当 平成31年03月22日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　不動産賃借料 国際交流員用住居（北区）にかかる建物賃借料の支出について（平成31年3月分）
58,900

経済戦略局 国際担当 平成31年03月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 万博誘致推進費 旅費　其他委員等旅費 大阪・関西万博誘致決定祝賀レセプションにかかる出張旅費の支出について（平成31年２月４日分）
28,580

経済戦略局 国際担当 平成31年03月28日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　消耗品費 国際交流企画用　乾式電子複写機の使用に係る経費の支出について（平成31年2月分）
24,729

経済戦略局 国際担当 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 報償費　報償金
「平成31年度ビジネスパートナー都市等交流事業業務委託プロポーザル方式に係る有識者会議」の実施に係る報償金の支出命令について（平成31年3月6日実
施） 39,300

経済戦略局 国際担当 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　其他委員等旅費 非常勤嘱託職員にかかる市内等出張交通費の支出について（平成31年2月分）
5,269

経済戦略局 国際担当 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市姉妹都市交流推進事業補助金にかかる支出について（大阪－ハンブルク青少年防災交流2018）
224,000

経済戦略局 サミット担当 平成31年03月05日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　特別旅費 経済戦略局東京赴任職員（係長級）にかかる赴任旅費、移転料及び着後手当の支出について
156,220

経済戦略局 サミット担当 平成31年03月08日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 報償費　報償金 弁護士相談にかかる経費の支出について（12月28日実施）
34,200

経済戦略局 サミット担当 平成31年03月08日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 報償費　報償金 弁護士相談にかかる経費の支出について（1月8日実施）
22,500

経済戦略局 サミット担当 平成31年03月12日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 サミット開催支援にかかる市内等出張費の支出について（平成30年12月分）
9,178

経済戦略局 サミット担当 平成31年03月12日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 サミット開催支援にかかる市内等出張費の支出について（平成31年1月分）
4,182

経済戦略局 サミット担当 平成31年03月26日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 負担金、補助及交付金　分担金 2019年G20大阪サミット開催支援事業にかかる分担金の支出について（第２回）
18,802,334

経済戦略局 サミット担当 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 サミット開催支援にかかる市内等出張費の支出について（平成31年1月分追加及び2月分）
19,963

経済戦略局 産業振興課 平成31年03月05日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度商業魅力向上事業（商店街共同施設等整備支援事業）【施設整備事業】補助金の支出について[平野本町通商店街振興組合]
86,000

経済戦略局 産業振興課 平成31年03月08日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 産業振興課(産業振興担当)事務用市内出張旅費等の支出について(平成30年12月分)
7,415

経済戦略局 産業振興課 平成31年03月12日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 産業振興課（農業担当）市内出張交通費等の支出について（平成31年１月分）
4,767

経済戦略局 産業振興課 平成31年03月12日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 産業振興課（農業担当）市内出張交通費等の支出について（平成31年１月分）
12,778

経済戦略局 産業振興課 平成31年03月15日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　消耗品費 納入通知書送付用窓付き封筒買入にかかる支出について
44,496

経済戦略局 産業振興課 平成31年03月15日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 委託料　委託料 鶴町小売市場民営活性化事業施設にかかる賃料相当額鑑定評価業務の支出について
703,080

経済戦略局 産業振興課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　其他委員等旅費 産業振興課（嘱託職員）市内出張交通費の支出について（平成31年２月分）
2,300

経済戦略局 産業振興課 平成31年03月20日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 報償費　報償金 平成30年度大阪市商店街振興ふるさと寄付金記念品協力事業者選考に係る有識者会議委員報償金の支出について（平成31年2月6日開催）
62,780

経済戦略局 産業振興課 平成31年03月20日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 プレミアム付商品券事業全国自治体説明会への参加について
57,680

経済戦略局 産業振興課 平成31年03月20日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 産業振興課(産業振興担当及び地域経済戦略担当)事務用市内出張旅費等の支出について(平成31年1月分)
13,758

経済戦略局 産業振興課 平成31年03月20日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　消耗品費 農地調査事務用住宅地図（大阪市東住吉区）外１点の買入に係る経費の支出について
22,680

経済戦略局 産業振興課 平成31年03月20日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　筆耕翻訳料 大阪市大規模小売店舗立地審議会議事録作成業務委託の支出について（平成31年2月5日開催分）
18,576

経済戦略局 産業振興課 平成31年03月20日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市水源対策事業補助事業の交付にかかる補助金の支出について（茨田大宮二丁目３号）
1,213,000

経済戦略局 産業振興課 平成31年03月20日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業技術研究所費 負担金、補助及交付金　負担金 大阪府市地方独立行政法人大阪産業技術研究所評価委員会にかかる負担金の支出について
78,405

経済戦略局 産業振興課 平成31年03月22日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 報酬　其他委員等報酬 大阪市大規模小売店舗立地審議会　委員報酬の支出について（平成31年2月5日分）
117,000

経済戦略局 産業振興課 平成31年03月22日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　費用弁償 大阪市大規模小売店舗立地審議会　委員報酬の支出について（平成31年2月5日分）
6,380

経済戦略局 産業振興課 平成31年03月22日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 産業振興課（施設管理担当）市内出張交通費等の支出について（平成３１年２月分）
26,783

経済戦略局 産業振興課 平成31年03月25日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 報償費　報償金 大阪市あきない伝道師セミナー2018（平成31年2月20日開催）にかかる講師謝礼の支出について
22,800

経済戦略局 産業振興課 平成31年03月25日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 委託料　委託料 大阪市商店街振興ふるさと寄附金にかかる管理業務委託料の支出について（平成31年1月分）
24,624

経済戦略局 産業振興課 平成31年03月25日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 委託料　委託料 大阪市商店街振興ふるさと寄附金にかかる記念品の購入代金及び配送料の支出について（平成31年2月分）
42,454

経済戦略局 産業振興課 平成31年03月25日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成30年度中央卸売市場本場業務管理棟にかかる共益費の支出について（プレミアム付商品券事業担当）
96,681

経済戦略局 産業振興課 平成31年03月25日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 負担金、補助及交付金　分担金 桜川小売市場民営活性化事業施設建物管理分担金の支出について
5,700
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経済戦略局 産業振興課 平成31年03月26日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 報償費　報償金
平成31年度大阪市都市農業振興事業（産地ブランド推進事業）業務委託プロポーザル方式に係る有識者会議の開催に伴う報償金の支出について（平成31年2
月26日開催分） 43,120

経済戦略局 産業振興課 平成31年03月26日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 使用料及賃借料　使用料 タブレット端末使用料の支出について(平成31年2月分)
3,890

経済戦略局 産業振興課 平成31年03月26日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市被災農業者向け経営体育成支援事業に係る補助金の支出について
5,663,968

経済戦略局 産業振興課 平成31年03月27日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　印刷製本費 平成３０年度中小企業技能功労者表彰にかかる受賞者名簿ホルダー印刷及び経費の支出について
93,636

経済戦略局 産業振興課 平成31年03月27日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度企業情報データベースシステムにかかるサービス提供業務委託経費の支出について（平成31年2月分）
77,760

経済戦略局 産業振興課 平成31年03月28日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　印刷製本費 大阪テクノマスターポスター印刷にかかる経費の支出について
31,212

経済戦略局 産業振興課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 産業振興課（農業担当）市内出張交通費等の支出について（平成31年２月分）
1,660

経済戦略局 産業振興課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 産業振興課（農業担当）市内出張交通費等の支出について（平成31年２月分）
21,544

経済戦略局 産業振興課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 産業振興課（農業担当）市内出張交通費等の支出について（平成31年２月分）
4,179

経済戦略局 産業振興課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　消耗品費 浪速購買施設アルカリ蓄電池用触媒栓買入にかかる経費の支出について
162,000

経済戦略局 産業振興課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　消耗品費 浪速購買施設避難口誘導灯ほか１点買入にかかる経費の支出について
22,896

経済戦略局 産業振興課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　建物修繕料 六万体町小売市場民営活性化事業施設コンクリートブロック塀修繕にかかる支出について
1,890,000

経済戦略局 産業振興課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　建物修繕料 工場アパート空室内装等修繕の支出命令について
1,782,000

経済戦略局 産業振興課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　建物修繕料 もとゆとり健康創造館ガラス応急修繕の支出命令について
199,800

経済戦略局 産業振興課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 委託料　委託料 平成３０年度もとゆとり健康創造館機械警備業務委託にかかる支出について（平成31年２月分）
34,992

経済戦略局 産業振興課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成30年度中央卸売市場本場業務管理棟にかかる施設使用料（3月分）の支出について（プレミアム付商品券事業担当）
421,111

経済戦略局 産業振興課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 使用料及賃借料　不動産賃借料 今里小売市場民営活性化事業施設用地賃借料の支出について（１月～３月分）
5,130,079

経済戦略局 産業振興課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 負担金、補助及交付金　分担金 本庄小売市場民営活性化事業施設及び併設住宅耐震診断業務にかかる本市分担金の支出について
2,721,600

経済戦略局 計量検査所 平成31年03月14日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 全国特定市計量行政協議会全国会議、全国計量行政会議への出席及び基準器受取にかかる出張経費の支出について
47,590

経済戦略局 計量検査所 平成31年03月15日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　消耗品費 平成30年度試買検査の実施及び同商品購入経費の支出について
45,000

経済戦略局 計量検査所 平成31年03月19日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービス長期継続に係る支出について（1月分）
5,130

経済戦略局 計量検査所 平成31年03月19日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 委託料　委託料 平成30年度計量検査所昇降機保守点検業務委託の支出について（２月分）
21,600

経済戦略局 計量検査所 平成31年03月19日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 委託料　委託料 平成30年度大阪市八幡屋センタービル内計量検査所部分清掃業務委託の支出について（２月分）
28,800

経済戦略局 計量検査所 平成31年03月19日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 使用料及賃借料　使用料 平成３０年度特定計量器定期検査事務管理システムソフトウェア借入（再リース）の支出について（２月分）
4,968

経済戦略局 計量検査所 平成31年03月19日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 使用料及賃借料　使用料 平成３０年度特定計量器定期検査事務管理システム機器借入（再リース）の支出について（２月分）
5,626

経済戦略局 計量検査所 平成31年03月27日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　光熱水費 計量検査所庁舎維持管理用　水道料金の支払いについて（２月分）
8,095

経済戦略局 計量検査所 平成31年03月27日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　光熱水費 計量検査所庁舎維持管理用　水道料金の支払いについて（２月分）
4,184

経済戦略局 計量検査所 平成31年03月28日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　光熱水費 計量検査所庁舎維持管理用　電気料金の支払いについて（平成３１年２月分）
110,336

経済戦略局 計量検査所 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　其他委員等旅費 計量検査所非常勤嘱託職員業務用市内出張交通費等の支出について（２月分）
4,060

経済戦略局 計量検査所 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 計量検査所業務用市内出張交通費等の支出について（２月分）
7,638

経済戦略局 計量検査所 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 計量検査所事務用　郵便後納料金の支払いについて（２月分）
1,498

経済戦略局 計量検査所 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 委託料　委託料 平成３０年度特定計量器定期検査業務委託の支出について（２月分）
3,294,090

経済戦略局 企業支援課 平成31年03月08日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 報償費　報償金 平成30年度大阪産業創造館指定管理予定者選定委員会の開催にかかる委員報償金の支出について（２月15日実施分）
70,860

経済戦略局 企業支援課 平成31年03月11日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 企業支援事務用 大阪市庁内情報通信ネットワークにおける小規模事業者向け通信サービス提供にかかる通信運搬費の支出について（平成３０年１月分）
5,130

経済戦略局 企業支援課 平成31年03月15日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 企業支援課業務にかかる市内出張旅費(１月分)の支出について
11,138

経済戦略局 企業支援課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　消耗品費 企業支援事務用　電子複写機関連消耗品の購入に係る消耗品費の支出について(１月分)
6,100

経済戦略局 企業支援課 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 需用費　消耗品費 企業支援事務用　電子複写機関連消耗品の購入に係る消耗品費の支出について(１月分)
2,957

経済戦略局 企業支援課 平成31年03月20日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 旅費　普通旅費 企業支援課事務用　市内出張等交通費の支出について（平成30年12月分）
920

経済戦略局 企業支援課 平成31年03月22日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 旅費　普通旅費 企業支援課事務用　市内出張等交通費の支出について（平成31年1月分）
3,894

経済戦略局 企業支援課 平成31年03月22日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 旅費　普通旅費 企業支援課事務用　市内出張等交通費の支出について（平成31年２月分）
1,807

経済戦略局 企業支援課 平成31年03月25日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 大阪産業創造館照明制御盤設備整備業務委託にかかる委託料の支出について
3,062,707

経済戦略局 企業支援課 平成31年03月25日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 委託料　委託料 大阪産業創造館照明制御盤設備整備業務委託にかかる委託料の支出について
15,081,293

経済戦略局 企業支援課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　消耗品費 企業支援事務用　電子複写機関連消耗品の購入に係る消耗品費の支出について（２月分）
17,106

経済戦略局 企業支援課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 企業支援課・金融事務用　後納郵便利用料の支出について(平成３１年２月分)
26,972

経済戦略局 企業支援課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 需用費　消耗品費 企業支援事務用　電子複写機関連消耗品の購入に係る消耗品費の支出について（２月分）
5,422

経済戦略局 企業支援課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 役務費　通信運搬費 企業支援課・金融事務用　後納郵便利用料の支出について(平成３１年２月分)
13,365

経済戦略局 スポーツ課 平成31年03月01日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 旅費　普通旅費 スポーツ事務用　都道府県・指定都市　スポーツ主管課長会議（平３０年度第２回）への出席に係る旅費の支出について
28,830
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経済戦略局 スポーツ課 平成31年03月01日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 平成30年度 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムに係る電子媒体等警備輸送業務委託料の支出について（平成30年12月・平成31年1月分）
179,280

経済戦略局 スポーツ課 平成31年03月01日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システム機器一式　長期借入にかかる使用料の支出について（平成31年1月分）
1,942,162

経済戦略局 スポーツ課 平成31年03月01日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 オーパス・スポーツ施設情報システムASPサービス提供一式　長期継続にかかる使用料の支出について（平成31年1月分）
699,300

経済戦略局 スポーツ課 平成31年03月01日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システム機器一式　長期借入にかかる使用料の支出について（平成31年1月分）
160,456

経済戦略局 スポーツ課 平成31年03月01日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 オーパス・スポーツ施設情報システムASPサービス提供一式　長期継続にかかる使用料の支出について（平成31年1月分）
297,702

経済戦略局 スポーツ課 平成31年03月01日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　使用料 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システム機器一式　長期借入にかかる使用料の支出について（平成31年1月分）
11,374

経済戦略局 スポーツ課 平成31年03月01日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　使用料 オーパス・スポーツ施設情報システムASPサービス提供一式　長期継続にかかる使用料の支出について（平成31年1月分）
1,998

経済戦略局 スポーツ課 平成31年03月04日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　筆耕翻訳料 平成30年度ホストタウン交流事業にかかる日英逐次通訳業務委託に係る経費の支出について
29,700

経済戦略局 スポーツ課 平成31年03月05日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報償費　報償金 スポーツ事業用（2月12日実施：三国小学校）「夢・授業」にかかる講師謝礼の支出について
35,040

経済戦略局 スポーツ課 平成31年03月05日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 オータム・チャレンジ・スポーツ2018にかかる会場使用料の支出について（城東スポーツセンター・天王寺スポーツセンター）
108,000

経済戦略局 スポーツ課 平成31年03月06日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 パラリンピックスポーツ振興・育成事業にかかる会場使用料の支出について（シッティングバレーボール／大阪アタッカーズ）
45,360

経済戦略局 スポーツ課 平成31年03月08日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムにかかる受付・カード発行等業務委託　長期継続にかかる委託料の支出について（31年1月分）
1,971,528

経済戦略局 スポーツ課 平成31年03月08日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 平成30年度　住之江スポーツセンター管理運営業務代行料（保守修繕経費等）の支出について（覚書分）
4,700,000

経済戦略局 スポーツ課 平成31年03月08日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 オータム・チャレンジ・スポーツ2018にかかる会場使用料の支出について（鶴見緑地庭球場）
153,600

経済戦略局 スポーツ課 平成31年03月08日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 オータム・チャレンジ・スポーツ2018にかかる会場使用料の支出について（鶴見緑地球技場）
83,000

経済戦略局 スポーツ課 平成31年03月08日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムにかかる受付・カード発行等業務委託　長期継続にかかる委託料の支出について（31年1月分）
690,531

経済戦略局 スポーツ課 平成31年03月08日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 委託料　委託料 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムにかかる受付・カード発行等業務委託　長期継続にかかる委託料の支出について（31年1月分）
4,605

経済戦略局 スポーツ課 平成31年03月12日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 旅費　其他委員等旅費 スポーツ事務用　市内出張等交通費（平成30年９月分）の支出について
1,170

経済戦略局 スポーツ課 平成31年03月12日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 旅費　普通旅費 スポーツ事務用　市内出張等交通費（平成30年９月分）の支出について
79,037

経済戦略局 スポーツ課 平成31年03月14日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 負担金、補助及交付金　会費 平成30年度近畿スポーツ推進委員研究協議会にかかる参加費の支出について
9,000

経済戦略局 スポーツ課 平成31年03月15日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 負担金、補助及交付金　分担金 平成30年度　福島複合施設維持管理にかかる分担金にかかる支出について（非常用自家発電設備模擬負荷試験代）
80,829

経済戦略局 スポーツ課 平成31年03月20日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 オータム・チャレンジ・スポーツ2018にかかる会場使用料の支出について（桜橋ボウル）
6,400

経済戦略局 スポーツ課 平成31年03月20日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 大阪市登録総合型地域スポーツクラブ交流イベント（平成31年２月24日実施）に係る会場使用料の支出について
24,240

経済戦略局 スポーツ課 平成31年03月20日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成30年度　競技力向上事業補助金の支出について（大阪市自転車競技連盟）
288,000

経済戦略局 スポーツ課 平成31年03月22日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 旅費　普通旅費 スポーツ事務用　市内出張交通費（平成30年10月分）の支出について
118,447

経済戦略局 スポーツ課 平成31年03月25日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成30年度　スポーツ施設管理用　淀川スポーツセンターに係る不動産賃借料の支出について（3月分）
13,880,592

経済戦略局 スポーツ課 平成31年03月26日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 スポーツ部事務用　後納郵便料金（平成30年度２月分）の支出について
53,517

経済戦略局 スポーツ課 平成31年03月27日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 平成30年度ＯＳＡＫＡスポーツ大学企画運営業務委託料にかかる支出について
8,492,904

経済戦略局 スポーツ課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報償費　報償金 平成30年度大阪市スポーツ推進委員全体交流研修会における講師謝礼金の支出について
52,000

経済戦略局 スポーツ課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報償費　報償金 平成31年度公募型プロポーザル有識者会議の開催にかかる報償金の支出について（平成31年度市民レクリエーションセンタースポーツ教室企画運営業務委託）
52,780

経済戦略局 スポーツ課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報償費　報償金 大阪市登録総合型地域スポーツクラブ交流イベント（平成31年２月24日実施）に係る講師謝礼の支出について
198,180

経済戦略局 スポーツ課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報償費　報償金 スポーツ事業用（2月12日実施：三国小学校）「夢・授業」にかかる講師謝礼の支出について
13,840

経済戦略局 スポーツ課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 旅費　其他委員等旅費 スポーツ事務用　市内出張等交通費（平成30年11月分）の支出について
1,470

経済戦略局 スポーツ課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 旅費　普通旅費 「500 Days to Go!フェスティバル」の視察にかかる出張経費の支出について
28,240

経済戦略局 スポーツ課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 旅費　普通旅費 スポーツ事務用　市内出張等交通費（平成30年11月分）の支出について
114,286

経済戦略局 スポーツ課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年２月分）
8,849

経済戦略局 スポーツ課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　消耗品費 平成30年度スポーツ推進委員用書籍「みんなのスポーツ」の年間購読にかかる経費の支出について
130,000

経済戦略局 スポーツ課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年２月分）
720

経済戦略局 スポーツ課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 スポーツ情報・施設ネットワークシステム用　回線使用料（２月分）支出について
331,870

経済戦略局 スポーツ課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムにかかる受付・カード発行等業務委託　長期継続にかかる委託料の支出について（平成31年2月分）
1,971,528

経済戦略局 スポーツ課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料
平成30年度　長居公園、長居陸上競技場及び長居公園地下駐車場ほか6施設管理運営に係る業務代行料の支出について（マラソンゲートシャッター修繕にかか
る覚書分） 3,186,000

経済戦略局 スポーツ課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 平成30年度　長居公園、長居陸上競技場及び長居公園地下駐車場ほか6施設管理運営に係る業務代行料の支出について（照明器具修繕にかかる覚書分）
972,000

経済戦略局 スポーツ課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料
平成30年度　長居公園、長居陸上競技場及び長居公園地下駐車場ほか6施設管理運営に係る業務代行料の支出について（第2ゲートシャッター修繕にかかる覚
書分） 3,510,000

経済戦略局 スポーツ課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料
平成30年度　長居公園、長居陸上競技場及び長居公園地下駐車場ほか6施設管理運営に係る業務代行料の支出について（正面玄関小扉修繕にかかる覚書
分） 963,900

経済戦略局 スポーツ課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料
平成30年度　長居公園、長居陸上競技場及び長居公園地下駐車場ほか6施設管理運営に係る業務代行料の支出について（倒木樹木撤去作業にかかる覚書
分） 1,005,480

経済戦略局 スポーツ課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料
平成30年度　長居公園、長居陸上競技場及び長居公園地下駐車場ほか6施設管理運営に係る業務代行料の支出について（マラソンゲート天井ボード修繕にか
かる覚書分） 2,950,560

経済戦略局 スポーツ課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 平成30年度 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムに係る電子媒体等警備輸送業務委託料の支出について（平成３１年２月）
89,640
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経済戦略局 スポーツ課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システム機器一式　長期借入にかかる使用料の支出について（平成３１年２月分）
1,942,163

経済戦略局 スポーツ課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 オータム・チャレンジ・スポーツ2018にかかる会場使用料の支出について（平野SC・都島SC・福島SC・西SC・西成SC・中央SC・北SC）
185,760

経済戦略局 スポーツ課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 オーパス・スポーツ施設情報システムASPサービス提供一式　長期継続にかかる使用料の支出について（平成３１年２月分）
699,300

経済戦略局 スポーツ課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成30年度　舞洲体育館の普通財産使用承認にかかる使用料の支出について
9,240,480

経済戦略局 スポーツ課 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 負担金、補助及交付金　分担金 平成30年度ホストタウン交流事業の実施にかかる経費の支出について
411,904

経済戦略局 スポーツ課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 スポーツ情報・施設ネットワークシステム用　回線使用料（２月分）支出について
80,726

経済戦略局 スポーツ課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムにかかる受付・カード発行等業務委託　長期継続にかかる委託料の支出について（平成31年2月分）
690,532

経済戦略局 スポーツ課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 オーパス・スポーツ施設情報システムASPサービス提供一式　長期継続にかかる使用料の支出について（平成３１年２月分）
297,702

経済戦略局 スポーツ課 平成31年03月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システム機器一式　長期借入にかかる使用料の支出について（平成３１年２月分）
160,456

経済戦略局 スポーツ課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 スポーツ情報・施設ネットワークシステム用　回線使用料（２月分）支出について
8,970

経済戦略局 スポーツ課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 委託料　委託料 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムにかかる受付・カード発行等業務委託　長期継続にかかる委託料の支出について（平成31年2月分）
4,604

経済戦略局 スポーツ課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　使用料 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システム機器一式　長期借入にかかる使用料の支出について（平成３１年２月分）
11,373

経済戦略局 スポーツ課 平成31年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　使用料 オーパス・スポーツ施設情報システムASPサービス提供一式　長期継続にかかる使用料の支出について（平成３１年２月分）
1,998

経済戦略局 国際博覧会推進室 平成31年03月15日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 万博誘致推進費 旅費　普通旅費 国際博覧会推進用東京への旅費の支出について
29,260

経済戦略局 国際博覧会推進室 平成31年03月15日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 万博誘致推進費 旅費　普通旅費 国際博覧会推進用経団連会館への旅費の支出について
28,500

経済戦略局 国際博覧会推進室 平成31年03月15日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 万博誘致推進費 旅費　普通旅費 国際博覧会推進用経団連会館への旅費の支出について
28,500

経済戦略局 国際博覧会推進室 平成31年03月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 万博誘致推進費 旅費　特別旅費 経済戦略局東京赴任職員にかかる帰任旅費、移転料及び着後手当の支出について
156,050

経済戦略局 国際博覧会推進室 平成31年03月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 万博誘致推進費 旅費　特別旅費 経済戦略局東京赴任職員にかかる帰任旅費、移転料及び着後手当の支出について
178,280

経済戦略局 国際博覧会推進室 平成31年03月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 万博誘致推進費 使用料及賃借料　船車賃借料 フランス共和国（パリ）への海外出張（１０月）にかかる車両借上げ費用の支出について
752,086

経済戦略局 国際博覧会推進室 平成31年03月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 万博誘致推進費 使用料及賃借料　船車賃借料 フランス共和国（パリ）への海外出張（11月分）にかかる車両借上げ費用の支出について
892,803

経済戦略局 国際博覧会推進室 平成31年03月27日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 万博誘致推進費 旅費　普通旅費 国際博覧会推進用衆議院第１議員会館外への出張旅費の支出について
37,650

経済戦略局 国際博覧会推進室 平成31年03月27日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 万博誘致推進費 使用料及賃借料　不動産賃借料 経済戦略局東京赴任職員公舎（東京公舎）賃貸借契約の更新に係る経費の支出について
101,000

経済戦略局 国際博覧会推進室 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 万博誘致推進費 旅費　普通旅費 万博誘致推進用市内出張交通費の支出について（１１月分）
25,756

経済戦略局 国際博覧会推進室 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 万博誘致推進費 旅費　普通旅費 万博誘致推進用市内出張交通費の支出について（９月分）
11,708

経済戦略局 国際博覧会推進室 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 万博誘致推進費 旅費　普通旅費 万博誘致推進用市内出張交通費の支出について（８月分）
16,263

経済戦略局 国際博覧会推進室 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 万博誘致推進費 旅費　普通旅費 国際博覧会推進用市内出張交通費の支出について（１２月分）
17,806

経済戦略局 国際博覧会推進室 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 万博誘致推進費 旅費　普通旅費 国際博覧会推進用市内出張交通費の支出について（１月分）
6,861

経済戦略局 国際博覧会推進室 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 万博誘致推進費 旅費　普通旅費 万博誘致推進用市内出張交通費の支出について（５月分）
19,865

経済戦略局 国際博覧会推進室 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 万博誘致推進費 旅費　普通旅費 万博誘致推進用市内出張交通費の支出について（１０月分）
21,162

経済戦略局 国際博覧会推進室 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 万博誘致推進費 旅費　普通旅費 万博誘致推進用市内出張交通費の支出について（６月分）
19,379

経済戦略局 国際博覧会推進室 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 万博誘致推進費 旅費　普通旅費 万博誘致推進用市内出張交通費の支出について（４月分）
8,850

経済戦略局 国際博覧会推進室 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 万博誘致推進費 旅費　普通旅費 万博誘致推進用市内出張交通費の支出について（７月分）
18,774

経済戦略局 博物館運営企画室 平成31年03月01日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 横田茂ギャラリー他1箇所への出張経費の支出について（平成31年2月12日実施分）
28,694

経済戦略局 博物館運営企画室 平成31年03月06日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　筆耕翻訳料 大阪中之島美術館準備室ホームページ「Artrip Museum」内コンテンツ中国語（簡体字）及び韓国語翻訳業務委託にかかる支出について
30,240

経済戦略局 博物館運営企画室 平成31年03月15日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 新美術館用　「第23回　住宅・建築物の省CO2シンポジウム」参加に係る出張経費の支出について（平成31年２月18日実施）
28,500

経済戦略局 博物館運営企画室 平成31年03月15日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 新美術館用　公益財団法人ポーラ美術振興財団ポーラ美術館外１箇所への出張経費の支出について（平成31年2月15日実施分）
27,640

経済戦略局 博物館運営企画室 平成31年03月15日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 新美術館用　地方独立行政法人への移行にかかる出張先への出張経費の支出について（平成31年2月23日実施分）
29,640

経済戦略局 博物館運営企画室 平成31年03月15日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　特別旅費 新美術館用　職員の海外出張の実施に係る経費の支出について（アメリカ合衆国　ダラス市及びシカゴ市）　（平成31年３月25日～３月30日実施分）
309,284

経済戦略局 博物館運営企画室 平成31年03月15日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　特別旅費 新美術館用　職員の海外出張の実施に係る経費の支出について（アメリカ合衆国　ニューヨーク市）　（平成31年３月19日～３月23日実施分）
310,004

経済戦略局 博物館運営企画室 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　特別旅費 新美術館用　職員の海外出張の実施に係る経費の支出について（アメリカ合衆国　ニューヨーク市）　（平成31年３月19日～３月23日実施分）
70,000

経済戦略局 博物館運営企画室 平成31年03月18日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　特別旅費 新美術館用　職員の海外出張の実施に係る経費の支出について（アメリカ合衆国　ダラス市及びシカゴ市）　（平成31年３月25日～３月30日実施分）
80,000

経済戦略局 博物館運営企画室 平成31年03月20日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 使用料及賃借料　使用料 大阪中之島美術館整備情報パンフレット用作品画像等にかかる著作権料等の支出について
134,112

経済戦略局 博物館運営企画室 平成31年03月25日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 新美術館用　修復作業委託先ほか2箇所への管外出張経費の支出について（平成31年2月22日実施分）
29,753

経済戦略局 博物館運営企画室 平成31年03月26日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 報償費　報償金 新美術館用　公募型プロポーザル方式有識者会議開催にかかる報償金の支出について（平成30年12月17日実施分）
45,600

経済戦略局 博物館運営企画室 平成31年03月26日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 報償費　報償金 新美術館用　公募型プロポーザル方式有識者会議開催にかかる報償金の支出について（平成31年2月28日実施分）
126,332

経済戦略局 博物館運営企画室 平成31年03月27日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 報償費　報償金 大阪新美術館PFI検討有識者会議にかかる報償金の支出について（平成３１年３月４日実施分）
98,220

経済戦略局 博物館運営企画室 平成31年03月27日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 報償費　報償金 新美術館用　プロジェクト・ミーティング「中之島の記憶と未来：アーカイブが語る都市空間」の実施にかかる報償金の支出について（平成31年３月２日実施分）
58,120
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経済戦略局 博物館運営企画室 平成31年03月27日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 使用料及賃借料　使用料 大阪中之島美術館整備情報パンフレット用作品画像等にかかる著作権料等の支出について
32,400

経済戦略局 博物館運営企画室 平成31年03月28日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 新美術館用　修復業務委託先への出張経費の支出について（平成31年２月５日実施分）
28,500

経済戦略局 博物館運営企画室 平成31年03月28日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 新美術館用　修復業務委託先への出張経費の支出について（平成31年３月４日実施分）
28,900

経済戦略局 博物館運営企画室 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 開館前準備業務にかかる出張先への管外出張経費の支出について（平成31年２月23日実施分）
3,780

経済戦略局 博物館運営企画室 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 新美術館用　文部科学省への委託事業成果報告に係る出張命令及び経費の支出について（平成31年３月１４日実施）
58,480

経済戦略局 博物館運営企画室 平成31年03月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　印刷製本費 大阪中之島美術館準備室　整備情報等パンフレット（英語版）印刷にかかる支出について
451,440

経済戦略局 南港市場 平成31年03月08日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 報償費　報償金 市場管理用大阪市中央卸売市場南港市場内臓処理業務許可に関する相談にかかる弁護士への報償金の支出について
136,080

経済戦略局 南港市場 平成31年03月08日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用ケーブルほか11点買入にかかる経費の支出について
334,800

経済戦略局 南港市場 平成31年03月08日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　建物修繕料 施設管理用大阪市中央卸売市場南港市場汚水処理棟中央監視盤室空調設備修繕（その２）の支出について
128,628

経済戦略局 南港市場 平成31年03月08日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用大阪市中央卸売市場南港市場ファクシミリ機器長期借入経費の支出について（1月分）
5,292

経済戦略局 南港市場 平成31年03月13日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（平成31年1月分）
11,772

経済戦略局 南港市場 平成31年03月14日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
8,200

経済戦略局 南港市場 平成31年03月15日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 ドラム/トナーカートリッジ（10K）の購入経費の支出について
247,320

経済戦略局 南港市場 平成31年03月15日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　損害保険料 大阪市中央卸売市場南港市場散水車継続検査等整備にかかる費用の支出について（自賠責保険料及び重量税）
17,720

経済戦略局 南港市場 平成31年03月15日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 公課費　公課費 大阪市中央卸売市場南港市場散水車継続検査等整備にかかる費用の支出について（自賠責保険料及び重量税）
32,800

経済戦略局 南港市場 平成31年03月18日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（２月分）
29,823

経済戦略局 南港市場 平成31年03月18日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内ネットワーク用プロッター長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
5,270

経済戦略局 南港市場 平成31年03月18日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（中央卸売市場南港市場）一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
3,506

経済戦略局 南港市場 平成31年03月18日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用平成28年度庁内情報利用パソコン等機器（中央卸売市場南港市場）一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
5,757

経済戦略局 南港市場 平成31年03月18日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用平成28年度庁内情報利用パソコン等機器(中央卸売市場南港市場)（２）一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
22,641

経済戦略局 南港市場 平成31年03月18日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 施設管理用可搬型複合ガス検知器一式（長期借入）その２にかかる経費の支出について　（2月分）
12,924

経済戦略局 南港市場 平成31年03月19日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用衣類乾燥機の買入経費の支出について
40,824

経済戦略局 南港市場 平成31年03月19日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用エアバランサー（ＢＮ００３）用部品ほか14点買入経費の支出について
1,880,280

経済戦略局 南港市場 平成31年03月19日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 施設管理用衣類乾燥機の買入経費の支出について
4,104

経済戦略局 南港市場 平成31年03月19日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用平成30年度大阪市中央卸売市場南港市場冷蔵庫設備運転管理業務委託の経費の支出について（2月分）
380,700

経済戦略局 南港市場 平成31年03月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 施設管理用平成30年度大阪市中央卸売市場南港市場空調設備運転管理その他業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
132,300

経済戦略局 南港市場 平成31年03月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 付箋ほか４点の購入経費の支出について
22,194

経済戦略局 南港市場 平成31年03月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　燃料費 施設管理用平成３０年度灯油第４四半期買入（概算契約）にかかる経費の支出について　（2月分）
404,352

経済戦略局 南港市場 平成31年03月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用平成30年度大阪市中央卸売市場南港市場汚水処理施設運転管理業務委託にかかる支出について（２月分）
2,417,634

経済戦略局 南港市場 平成31年03月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用平成30年度大阪市中央卸売市場南港市場空調設備運転管理その他業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
207,900

経済戦略局 南港市場 平成31年03月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用平成３０年度大阪市中央卸売市場南港市場ボイラー設備運転管理業務委託にかかる支出について（２月分）
2,286,360

経済戦略局 南港市場 平成31年03月22日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 市場管理用大阪市中央卸売市場南港市場自動体外式除細動器（AED)一式長期借入契約にかかる所要経費の支出について（２月分）
4,406

経済戦略局 南港市場 平成31年03月22日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用大阪市中央卸売市場南港市場ファクシミリ機器長期借入経費の支出について（2月分）
5,292

経済戦略局 南港市場 平成31年03月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 食肉処理場管理用食肉加工用ナイフの購入経費の支出について
322,380

経済戦略局 南港市場 平成31年03月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 一般事務用カラーデジタル複合機コピー代の支出について（２月分）
22,976

経済戦略局 南港市場 平成31年03月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 食肉処理場管理用細菌数測定用フィルム培地の購入経費の支出について
78,624

経済戦略局 南港市場 平成31年03月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 施設維持用下水道料金の支出について（２月分）
7,744,485

経済戦略局 南港市場 平成31年03月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 施設維持用工業用水道の支出について（２月分）
440,467

経済戦略局 南港市場 平成31年03月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 施設維持用電気料金の支出について（福利厚生棟２月分）
69,777

経済戦略局 南港市場 平成31年03月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 食肉処理場管理用平成30年度大阪市中央卸売市場南港市場技術職員作業衣等洗濯業務委託（概算契約）に係る経費の支出について（２月分）
216,950

経済戦略局 南港市場 平成31年03月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用平成30年度大阪市中央卸売市場南港市場胃内容物処理等業務委託に係る経費の支出について（２月分）
333,180

経済戦略局 南港市場 平成31年03月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用平成30年度大阪市中央卸売市場南港市場牛頭部粉砕業務委託に係る所要経費の支出について（２月分）
362,465

経済戦略局 南港市場 平成31年03月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用平成30年度大阪市中央卸売市場南港市場豚内臓処理等業務委託に係る所要経費の支出について（２月分）
876,500

経済戦略局 南港市場 平成31年03月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 市場管理用大阪市中央卸売市場南港市場施設警備業務委託長期継続に係る経費の支出について（２月分）
3,181,289

経済戦略局 南港市場 平成31年03月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用平成30年度大阪市中央卸売市場南港市場と畜関連処理等業務委託に係る経費の支出について（２月分）
3,969,000

経済戦略局 南港市場 平成31年03月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 市場管理用平成30年度大阪市中央卸売市場南港市場構内清掃等業務委託費の所要経費の支出について（２月分）
603,180

経済戦略局 南港市場 平成31年03月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 施設維持用電気料金の支出について（２月分）
7,137,966
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経済戦略局 南港市場 平成31年03月29日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（平成31年2月分）
19,940

経済戦略局 南港市場 平成31年03月29日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 食肉処理場管理用ステンレスメッシュ手袋ほか２点の購入経費の支出について
237,330

経済戦略局 南港市場 平成31年03月29日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 食肉処理場管理用経皮吸収型消炎鎮痛剤ほか２点の購入経費の支出について
190,965

経済戦略局 南港市場 平成31年03月29日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用メリヤスウエスほか10点の買入経費の支出について
88,560

経済戦略局 南港市場 平成31年03月29日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場作業用テール用ポリエチレン袋の購入経費の支出について
550,800

経済戦略局 南港市場 平成31年03月29日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場作業用銃砲火薬の購入経費の支出について（２月分）
145,800

経済戦略局 南港市場 平成31年03月29日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用ミキシング用部品ほか12点買入にかかる経費の支出について
431,892

経済戦略局 南港市場 平成31年03月29日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 食肉処理場管理用紙コップほか９点の購入経費の支出について
277,776

経済戦略局 南港市場 平成31年03月29日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 食肉処理場衛生管理用平成３０年度大腸菌ベロトキシン(VT)検出キット買入（概算契約）の支出について
92,232

経済戦略局 南港市場 平成31年03月29日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 食肉処理場管理用ロッカー用交換シリンダー錠の購入経費の支出について
28,026

経済戦略局 南港市場 平成31年03月29日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 食肉処理場管理用動物用消毒液の購入経費の支出について
387,828

経済戦略局 南港市場 平成31年03月29日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 食肉処理場管理用機械用砥石ほか１点の購入経費の支出について
186,300

経済戦略局 南港市場 平成31年03月29日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　建物修繕料 施設維持管理用大阪市中央卸売市場南港市場テレビ共聴設備修繕にかかる所要経費の支出について
378,000

経済戦略局 南港市場 平成31年03月29日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 南港市場産業廃棄物（燃え殻）最終処分にかかる所要経費の支出について（第８回）
20,304

経済戦略局 南港市場 平成31年03月29日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 南港市場産業廃棄物（ばいじん）最終処分にかかる所要経費の支出について（第１１回）
20,304

経済戦略局 南港市場 平成31年03月29日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　損害保険料 平成３０年度肉牛事故共済にかかる共済保険料の支出について
10,000,000

経済戦略局 南港市場 平成31年03月29日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料
食肉処理場管理用平成30年度大阪市中央卸売市場南港市場産業廃棄物（動物系固形不要物・汚泥）収集運搬業務委託（概算契約）に係る経費の支出について
（２月分） 578,078

経済戦略局 南港市場 平成31年03月29日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用平成30年度大阪市中央卸売市場南港市場排水設備清掃業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
612,900

経済戦略局 南港市場 平成31年03月29日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 市場管理用平成30年度大阪市中央卸売市場南港市場バス運行業務委託（概算契約）の所要経費の支出について（２月分）
1,882,710

経済戦略局 南港市場 平成31年03月29日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料
食肉処理場管理用平成30年度大阪市中央卸売市場南港市場産業廃棄物（動物系固形不要物・汚泥）処分業務委託（概算契約）に係る所要経費の支出について
（２月分） 2,961,392

経済戦略局 南港市場 平成31年03月29日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用「大阪市中央卸売市場南港市場中央監視等業務委託長期継続」にかかる所要経費の支出について（２月分）
5,010,120

経済戦略局 南港市場 平成31年03月29日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場市場施設衛生管理業務委託長期継続の所要経費の支出について（２月分）
935,974

経済戦略局 南港市場 平成31年03月29日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場解体室等衛生管理業務委託（長期継続）の支出について（２月分）
5,022,000

経済戦略局 南港市場 平成31年03月29日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用平成30年度大阪市中央卸売市場南港市場産業廃棄物（燃え殻・ばいじん）収集運搬業務委託に係る所要経費の支出について（２月分）
28,080

経済戦略局 南港市場 平成31年03月29日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用平成30年度大阪市中央卸売市場南港市場一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）の所要経費の支出について（２月分）
904,141

経済戦略局 南港市場 平成31年03月29日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設維持管理用大阪市中央卸売市場南港市場高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物処分業務委託費の支出について
2,449,440

経済戦略局 南港市場 平成31年03月29日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 公課費　公課費 平成30年度分消費税中間納付の支出について（平成30年７月～９月分）
1,513,000

副首都推進局 総務担当 平成31年03月06日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 旅費　普通旅費 特別顧問説明にかかる出張について
29,060

副首都推進局 総務担当 平成31年03月06日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 旅費　普通旅費 企業ヒアリング及び特別顧問説明にかかる出張について
95,740

副首都推進局 総務担当 平成31年03月08日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 需用費　印刷製本費 「大阪への本社機能のバックアップ拠点構築に係るパンフレット」印刷にかかる経費の支出について
85,860

副首都推進局 総務担当 平成31年03月08日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 委託料　委託料 平成30年度　点字版「大都市制度（特別区）広報紙」制作業務委託　その２にかかる支出経費の変更について
295,350

副首都推進局 総務担当 平成31年03月12日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 需用費　消耗品費 平成３０年度地方交付税制度解説（単位費用篇）　外４点　買入にかかる経費の支出について
20,140

副首都推進局 総務担当 平成31年03月12日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 備品購入費　図書購入費 平成３０年度地方交付税制度解説（単位費用篇）　外４点　買入にかかる経費の支出について
22,680

副首都推進局 総務担当 平成31年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 旅費　普通旅費 自動運転の実現に向けた国土交通省の取組みについてのヒアリングにかかる出張について
58,650

副首都推進局 総務担当 平成31年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,190

副首都推進局 総務担当 平成31年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,200

副首都推進局 総務担当 平成31年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　庁内情報利用パソコン等機器（副首都推進局）（２）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
47,666

副首都推進局 総務担当 平成31年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 使用料及賃借料　使用料 副首都推進局事務用　平成２９年度ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（副首都推進局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
5,375

副首都推進局 総務担当 平成31年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（副首都推進局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
268,741

副首都推進局 総務担当 平成31年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　庁内情報利用パソコン等機器（副首都推進局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成３１年２月分）
3,701

副首都推進局 総務担当 平成31年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 役務費　通信運搬費 副首都推進局事務用　料金後納郵便経費の支出について（２月分）
13,000

副首都推進局 総務担当 平成31年03月25日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 役務費　通信運搬費 動画配信用情報通信機器の買入並びに通信サービス契約にかかる経費の支出について（平成３１年３月分）
3,944

副首都推進局 総務担当 平成31年03月26日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金（DocuCentre-V7080）の支出について（２月分）
45,166

副首都推進局 総務担当 平成31年03月26日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金（DocuCentre-V7080）の支出について（２月分）
5,461

副首都推進局 総務担当 平成31年03月26日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金（DocuCentre-V7080）の支出について（２月分）
50,088

副首都推進局 総務担当 平成31年03月26日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金（DocuCentre-V6080）の支出について（２月分）
30,100

副首都推進局 総務担当 平成31年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 報酬　其他委員等報酬 特別顧問及び特別参与にかかる報酬等の支出について（２月分）
149,905
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副首都推進局 総務担当 平成31年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 旅費　費用弁償 特別顧問及び特別参与にかかる報酬等の支出について（２月分）
58,754

副首都推進局 総務担当 平成31年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 需用費　消耗品費 ＦＡＸトナーカートリッジ　外４点　買入にかかる経費の支出について
241,269

副首都推進局 総務担当 平成31年03月28日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 報酬　其他委員等報酬 特別顧問及び特別参与にかかる報酬等の支出について（２月分）
42,800

副首都推進局 総務担当 平成31年03月28日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　費用弁償 特別顧問及び特別参与にかかる報酬等の支出について（２月分）
25,260

副首都推進局 総務担当 平成31年03月28日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 報酬　其他委員等報酬 特別顧問及び特別参与にかかる報酬等の支出について（２月分）
7,195

副首都推進局 総務担当 平成31年03月28日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　費用弁償 特別顧問及び特別参与にかかる報酬等の支出について（２月分）
2,886

副首都推進局 総務担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 旅費　普通旅費 副首都推進局事務用　市内出張交通費の支出について（２月分）
60,651

ＩＣＴ戦略室 企画担当 平成31年03月06日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

報償費　報償金 一般事務用　最高情報セキュリティ責任者（CISO）補佐業務に係る公募型プロポーザル方式　第１回審査委員会の選定委員報奨金の支払いについて
33,000

ＩＣＴ戦略室 企画担当 平成31年03月08日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

旅費　普通旅費 最先端ＩＣＴ装備都市推進事業用　都道府県CIOフォーラム（第16回　春季会合）への参加にかかる管外出張経費の支出について
74,400

ＩＣＴ戦略室 企画担当 平成31年03月08日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

需用費　消耗品費 ICT戦略室　小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
15,934

ＩＣＴ戦略室 企画担当 平成31年03月08日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

需用費　消耗品費 一般事務用　段ボール箱ほか５点買入　に係る経費の支出について
24,078

ＩＣＴ戦略室 企画担当 平成31年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

需用費　消耗品費 ＩＣＴ基盤管理用　Adobe Acrobat Pro 2017（永続ライセンス）ほか1点　買入に係る同経費の支出について
193,093

ＩＣＴ戦略室 企画担当 平成31年03月18日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
3,548

ＩＣＴ戦略室 企画担当 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 一般事務用　LGWAN接続系利用パソコン等機器一式借入にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
45,748

ＩＣＴ戦略室 企画担当 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等（視覚障がい者用）（ＩＣＴ戦略室）（その２）　長期借入にかかる経費の支出について（平成31年２月分）
58,752

ＩＣＴ戦略室 企画担当 平成31年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

旅費　普通旅費
一般事務用　経済産業省・日本マイクロソフト共催セミナー「新元号対応で求められる開発、展開と運用における対応」への参加に係る職員の管外出張経費の支
出について 58,080

ＩＣＴ戦略室 企画担当 平成31年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 最先端ＩＣＴ装備都市推進事業用　モバイルワーク用庁内情報利用パソコン長期借入にかかる経費の支出について
68,206

ＩＣＴ戦略室 企画担当 平成31年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 最先端ＩＣＴ装備都市推進事業用　モバイルワーク用庁内情報利用パソコン長期借入にかかる経費の支出について
4,262

ＩＣＴ戦略室 企画担当 平成31年03月25日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

需用費　消耗品費 ICT戦略室　小口支払基金繰入金の支出について（３月分①）
7,540

ＩＣＴ戦略室 企画担当 平成31年03月25日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

需用費　消耗品費 一般事務用　電動パンチほか３点の買入の実施及び同経費の支出について
32,962

ＩＣＴ戦略室 企画担当 平成31年03月25日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

備品購入費　庁用器具費 一般事務用　電動パンチほか３点の買入の実施及び同経費の支出について
68,180

ＩＣＴ戦略室 企画担当 平成31年03月26日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

役務費　通信運搬費 ＩＣＴ基盤管理用　庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム回線使用料の支出について（2月分）
12,316

ＩＣＴ戦略室 企画担当 平成31年03月26日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

役務費　通信運搬費 最先端ＩＣＴ都市推進事業用　モバイル回線網及びWi-Fiルーター一式 長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
36,288

ＩＣＴ戦略室 企画担当 平成31年03月26日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

役務費　通信運搬費 最先端ＩＣＴ装備都市推進事業用　各種検証・保守用インターネット接続サービス（固定回線）にかかる経費の支出について（インターネットオフィス）（２月分）
6,372

ＩＣＴ戦略室 企画担当 平成31年03月26日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料
最先端ＩＣＴ装備都市推進事業用　平成28年度ICTを活用したフロントオフィスのBPRに関する検証事業にかかる法人モバイル端末レンタルサービス料（平成31年
2月分 58,352

ＩＣＴ戦略室 企画担当 平成31年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代の支出について（２月分）
7,074

ＩＣＴ戦略室 企画担当 平成31年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

役務費　通信運搬費
最先端ＩＣＴ装備都市推進事業用　「ペーパーレス会議」モデル事業にかかる高速モバイルデータ通信サービス利用料にかかる経費の支出について（平成31年2
月分） 3,957

ＩＣＴ戦略室 企画担当 平成31年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

需用費　消耗品費 一般事務用　番号法実務質疑応答集（追録第３号）の購入にかかる経費の支出について
5,400

ＩＣＴ戦略室 企画担当 平成31年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

需用費　消耗品費 一般事務用　SkyPDF　Standard2016（永続ライセンス）買入にかかる経費の支出について
38,016

ＩＣＴ戦略室 企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

報償費　報償金
最先端ＩＣＴ都市推進事業「大阪市行政オンラインシステムサービス提供業務委託」調達に係る総合評価一般競争入札検討会議（第１回）に係る審査委員報償金
の支払いについて 34,040

ＩＣＴ戦略室 企画担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

役務費　通信運搬費 一般事務用　ＩＣＴ戦略室本庁舎ＦＡＸ利用料の支出について（平成31年3月請求分）
3,885

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月01日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

委託料　委託料 情報処理センター運用管理用　磁気テープファイル等の保管及び集配業務委託（ＩＣＴ戦略室）長期継続（単価契約）にかかる経費の支出について（１月分）
19,008

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月01日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　統合基盤システム　サーバ機器等　借入（再リース）にかかる経費の支出について（１月分）
11,414,994

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月01日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成３０年度テレワーク用庁内情報利用パソコン機器一式 長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
96,498

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月01日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　統合基盤システム　サーバ機器等　借入（再リース）にかかる経費の支出について（１月分）
3,261,428

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月01日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　統合基盤システム　サーバ機器等　借入（再リース）にかかる経費の支出について（１月分）
1,630,714

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月04日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

役務費　通信運搬費 ＩＣＴ基盤管理用　大阪市公開系システム用通信サービス提供にかかる経費の支出について（１月分）
30,240

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月04日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

役務費　通信運搬費 ＩＣＴ基盤管理用　総合行政ネットワーク府域ネットワーク回線提供業務委託にかかる経費の支出について（１月分）
49,680

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月04日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

役務費　通信運搬費 ＩＣＴ基盤管理用　大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供にかかる経費の支出について（１月分）
184,356

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月04日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

役務費　通信運搬費 ＩＣＴ基盤管理用　大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供にかかる経費の支出について（水道局分）（１月分）
10,260

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月05日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金にかかる経費の支出について（１月分）
2,495

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月06日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

委託料　委託料 ＩＣＴ基盤管理用　LGWAN機器用ハウジングサービス提供業務委託（長期継続）契約にかかる経費の支出について（１月分）
4,687

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月06日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

委託料　委託料 ＩＣＴ基盤管理用　センタープリンタ従量課金制部品保守業務委託にかかる経費の支出について（１月分）
298,168

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月06日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 ＩＣＴ基盤管理用　センタープリンタ従量課金制部品保守業務委託にかかる経費の支出について（１月分）
85,192

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 ＩＣＴ基盤管理用　センタープリンタ従量課金制部品保守業務委託にかかる経費の支出について（１月分）
42,596

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月07日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

役務費　通信運搬費 ＩＣＴ基盤管理用　大阪市庁内情報ネットワークにかかる通信サービス提供（広域イーサネットサービス）にかかる経費の支出について（１月分）
5,220,288

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月07日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

委託料　委託料 ＩＣＴ基盤管理用　ホームページ運用管理システム用ネットワークサービス等提供業務委託 長期継続にかかる経費の支出について（１月分）
939,600
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ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月07日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

委託料　委託料 ＩＣＴ基盤管理用　大阪市庁内プライベートクラウド基盤等業務委託にかかる経費の支出について（１月分）
9,967,320

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月07日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 ＩＣＴ基盤管理用　大阪市庁内情報ネットワークにかかる通信サービス提供（広域イーサネットサービス）にかかる経費の支出について（１月分）
63,180

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月08日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成30年度　ＡＳＰ・ＳａａＳ型電子申請サービス一式提供業務委託にかかる経費の支出について（１月分）
832,950

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月08日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

負担金、補助及交付金　分担金 ＩＣＴ基盤管理用　平成30年度特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の委任に係る交付金の支出について（第２回）
7,737,500

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月12日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　不動産賃借料 ＩＣＴ基盤管理用　大阪市情報システム機器設置に係るデータセンター賃貸借における環境構築期間（平成30年7月～11月分）にかかる経費の支出について
24,403,896

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月13日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　総合行政ネットワーク（LGWAN）接続ルータレンタルサービスにかかる経費の支出について（１月分）
2,592

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月13日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　不動産賃借料 ＩＣＴ基盤管理用　大阪市情報システム機器設置に係るデータセンター賃貸借における経費の支出について（平成30年12月分）
4,768,983

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月14日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

需用費　消耗品費 ＩＣＴ基盤管理用　テレワーク端末用USBキーボードほか３点　買入にかかる経費の支出について
47,363

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月14日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　統合基盤システム　センタープリンタ等　借入（再リース）にかかる経費の支出について（1月分）
848,592

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月14日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　統合基盤システム　センタープリンタ等　借入（再リース）にかかる経費の支出について（1月分）
242,454

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　統合基盤システム　センタープリンタ等　借入（再リース）にかかる経費の支出について（1月分）
121,227

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

旅費　普通旅費 一般事務用　第４回自治体中間サーバ・プラットフォームの次期システムの構築に係る検討委員会への参加に係る職員の管外出張経費の支出について
29,240

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　不動産賃借料 ＩＣＴ基盤管理用　大阪市情報システム機器設置に係るデータセンター賃貸借における経費の支出について（1月分）
4,894,405

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成２８年度 庁内情報利用パソコン等機器（ＩＣＴ戦略室）一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
9,185

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成２７年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局）（１）一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
5,454

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成２９年度 庁内情報利用パソコン等機器（ＩＣＴ戦略室（１））一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
37,275

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局）（３）一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
7,587

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器（総務局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
40,371

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成３０年度　配布中継端末機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
265,572

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　庁内情報ネットワークユーザ端末管理基盤用サーバ機器等一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
244,944

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 最先端ＩＣＴ都市推進事業用　Apple Storeギフトカード購入申込の実施及び同経費の支出について
53,568

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　業務統合端末等機器（総務局）長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
2,815,873

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　業務統合端末等機器（総務局）長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
12,130

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月25日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

委託料　委託料
情報処理センター運用管理用　平成30年度大阪市阿波座センタービル（ＩＣＴ戦略室専用部分）昇降機設備保守点検業務委託にかかる経費の支出について（２月
分） 63,180

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月25日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

委託料　委託料
情報処理センター運用管理用　大阪市阿波座センタービル（ＩＣＴ戦略室専用部分）入退館管理等施設警備業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（２
月分） 1,166,280

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月25日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　配布中継端末用マイクロソフト社製ソフトウェア等ライセンス取得にかかる経費の支出について
283,824

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月25日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　統合基盤システム　センタープリンタ等　借入（再リース）にかかる経費の支出について（２月分）
848,592

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月25日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　大阪市情報通信ネットワーク提供サービス運用保守端末等　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
29,160

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月25日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　庁内情報利用パソコン（Windows10検証端末）長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
9,666

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月25日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成28年度 庁内情報利用パソコン等機器（ＩＣＴ戦略室）（２）一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
8,738

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月25日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成２６年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局）（２）一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
2,028

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月25日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成２７年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局）（４）一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
7,511

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月25日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成２９年度 庁内情報利用パソコン等機器（ＩＣＴ戦略室（２））一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
12,110

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月25日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成３０年度テレワーク用庁内情報利用パソコン機器一式 長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
96,498

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　統合基盤システム　センタープリンタ等　借入（再リース）にかかる経費の支出について（２月分）
242,454

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　統合基盤システム　センタープリンタ等　借入（再リース）にかかる経費の支出について（２月分）
121,227

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

役務費　通信運搬費 ＩＣＴ基盤管理用　大阪市公開系システム用通信サービス提供にかかる経費の支出について（２月分）
30,240

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

役務費　通信運搬費 ＩＣＴ基盤管理用　モバイル通信用SIM借入にかかる経費の支出について（１月分）
82,620

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

委託料　委託料 情報処理センター運用管理用　磁気テープファイル等の保管及び集配業務委託（ＩＣＴ戦略室）長期継続（単価契約）にかかる経費の支出について（２月分）
31,536

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成30年度ASP・SaaS型大容量ファイル送受信サービスの利用にかかる経費の支出について（２月分）
12,420

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 情報セキュリティ強化対策事業用　平成３０年度大阪版自治体情報セキュリティクラウドサービスの利用にかかる経費の支出について（２月分）
6,486,415

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金にかかる経費の支出について（２月分）
2,334

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

役務費　通信運搬費 ＩＣＴ基盤管理用　総合行政ネットワーク府域ネットワーク回線提供業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
49,680

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

役務費　通信運搬費 ＩＣＴ基盤管理用　Microsoft Office365及びMicrosoftAzure利用に係るExpressRoute通信サービス提供経費の支出について
3,099,579

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

役務費　通信運搬費 ＩＣＴ基盤管理用　大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供にかかる経費の支出について（水道局分）（２月分）
10,260

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

役務費　通信運搬費 ＩＣＴ基盤管理用　大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供にかかる経費の支出について（２月分）
184,356

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

委託料　委託料 ＩＣＴ基盤管理用　センタープリンタ従量課金制部品保守業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
322,068
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ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

委託料　委託料 ＩＣＴ基盤管理用　ホームページ運用管理システム用ネットワークサービス等提供業務委託 長期継続にかかる経費の支出について（２月分）
939,600

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成30年度　ＡＳＰ・ＳａａＳ型電子申請サービス一式提供業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
832,950

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　配布中継端末用McAfee社製ソフトウェア等ライセンス取得にかかる経費の支出について
134,352

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　業務系及び庁内情報ネットワーク用電子計算機組織一式　借入にかかる経費の支出について（２月分）
33,060,731

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　業務系及び庁内情報ネットワーク用電子計算機組織一式　借入にかかる経費の支出について（２月分）
7,084,877

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　不動産賃借料 ＩＣＴ基盤管理用　大阪市情報システム機器設置に係るデータセンター賃貸借にかかる経費の支出について（２月分）
4,894,402

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 ＩＣＴ基盤管理用　センタープリンタ従量課金制部品保守業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
92,018

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 ＩＣＴ基盤管理用　センタープリンタ従量課金制部品保守業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
46,009

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

需用費　消耗品費 一般事務用　業務用携帯電話の利用申し込みにかかる経費の支出について
129,600

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

需用費　光熱水費 一般事務用　電気使用料の支出について（２月分）
1,486,427

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

役務費　通信運搬費 ＩＣＴ基盤管理用　大阪市庁内情報ネットワークにかかる通信サービス提供にかかる経費の支出について（２月分）（工事費あり）
5,401,728

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

役務費　通信運搬費 ＩＣＴ基盤管理用　大阪市ホームページ直接アクセス用インターネット回線使用料の支出について（２月分）
6,663

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

役務費　通信運搬費 ＩＣＴ基盤管理用　大阪市情報通信ネットワーク回線使用料の支出について（２月分）
4,332,385

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

役務費　通信運搬費 一般事務用　ＩＰ電話による通信料金の支出について(２月分）
44,551

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

委託料　委託料 ＩＣＴ基盤管理用　LGWAN機器用ハウジングサービス提供業務委託（長期継続）契約にかかる経費の支出について（２月分）
4,687

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

委託料　委託料 ＩＣＴ基盤管理用　大阪市庁内プライベートクラウド基盤等業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
9,967,320

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　統合基盤システム　サーバ機器等　借入（再リース）にかかる経費の支出について（２月分）
11,414,997

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　総合行政ネットワーク（LGWAN）接続ルータレンタルサービスにかかる経費の支出について（２月分）
2,592

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 ＩＣＴ基盤管理用　大阪市庁内情報ネットワークにかかる通信サービス提供にかかる経費の支出について（２月分）（工事費あり）
63,180

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 一般事務用　電気使用料の支出について（２月分）
227,916

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月29日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　統合基盤システム　サーバ機器等　借入（再リース）にかかる経費の支出について（２月分）
3,261,426

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 一般事務用　電気使用料の支出について（２月分）
113,958

ＩＣＴ戦略室 活用推進担当 平成31年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　統合基盤システム　サーバ機器等　借入（再リース）にかかる経費の支出について（２月分）
1,630,713

都市交通局 総務担当 平成31年03月01日 一般会計 土木費 都市計画費 都市交通費 需用費　消耗品費 一般事務用　ゼムクリップ外16点の買入に係る支出について
33,480

都市交通局 総務担当 平成31年03月15日 一般会計 土木費 都市計画費 都市交通費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,510

都市交通局 総務担当 平成31年03月15日 一般会計 土木費 都市計画費 都市交通費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪市高速電気軌道特別債及び補正予算債元金償還に係る分担金の支出について
2,273,008,373

都市交通局 総務担当 平成31年03月18日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 災害補償費　災害補償費 地方公務員災害補償条例に係る元交通局職員への休業補償の支払いについて（3月支払分）
177,600

都市交通局 総務担当 平成31年03月20日 一般会計 土木費 都市計画費 都市交通費 需用費　消耗品費 一般事務用コピー代の支出について（平成31年２月分）
33,218

都市交通局 総務担当 平成31年03月20日 一般会計 土木費 都市計画費 都市交通費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
27,274

都市交通局 総務担当 平成31年03月22日 一般会計 土木費 都市計画費 都市交通費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器（都市交通局）一式　長期借入に伴う使用料の支出について（平成31年２月分）
49,701

都市交通局 総務担当 平成31年03月25日 一般会計 土木費 都市計画費 都市交通費 旅費　普通旅費 一般事務用平成31年２月分市内出張等交通費の支出について
26,570

都市交通局 総務担当 平成31年03月25日 一般会計 土木費 都市計画費 都市交通費 使用料及賃借料　船車賃借料 一般事務用　平成30年度建設水道委員会実地調査に係るバス借上経費の支出について
41,040

都市交通局
バスネットワーク企画担
当

平成31年03月14日 一般会計 土木費 都市計画費 都市交通費 旅費　普通旅費 一般事務用　都市における基幹的バス情報交流会の参加に係る名古屋への管外出張旅費の支出について
8,520


