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港湾局　経営監理担当（港営会計） 平成26年4月1日 港営事業会計 流動資産（施設） 流動資産 短期貸付金 他会計貸付金 短期貸付金の貸付                                            12,400,000,000

港湾局　経営監理担当（港営会計） 平成26年4月3日 港営事業会計 流動資産（施設） 流動資産 短期貸付金 他会計貸付金 短期貸付金の貸付                                            100,000,000

港湾局　設備担当（電気） 平成26年4月7日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫整備費 請第３５５３号　夢洲第２シャーシプール照明設備工事          3,226,650

港湾局　保全監理担当（建築） 平成26年4月8日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 請第３３１０号　南港Ｉ－２号上屋外壁補修工事                11,011,400

港湾局　営業推進室　（財産活用） 平成26年4月10日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 不動産鑑定に係る港湾局負担分の支払について                  158,514

港湾局　海務担当（船舶） 平成26年4月11日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 引船運営費 引船運営用 電波利用料の支出について（船舶局１局）           500

港湾局　海務担当（埠頭） 平成26年4月11日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 南港Q-1号上屋シャッター調整業務委託                         237,615

港湾局　海務担当（埠頭） 平成26年4月14日 港営事業会計 流動資産（施設） 流動資産 前払費用 前払保険料 施設賠償責任保険料の支出                                    68,530

港湾局　海務担当（埠頭） 平成26年4月14日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 荷役機械運営費 事務用統括物品の金額按分にかかる経費の支出について（２）    1,981

港湾局　海務担当（埠頭） 平成26年4月14日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 事務用統括物品の金額按分にかかる経費の支出について（２）    17,660

港湾局　海務担当（埠頭） 平成26年4月14日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 荷役機械運営費 事務用統括物品の金額按分にかかる経費の支出について（３）    232

港湾局　海務担当（埠頭） 平成26年4月14日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 事務用統括物品の金額按分にかかる経費の支出について（３）    2,073

港湾局　保全監理担当（建築） 平成26年4月14日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 局所管施設の空気中のアスベスト濃度測定業務委託              228,900

港湾局　海務担当（埠頭） 平成26年4月15日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 安治川5号上屋シロアリ駆除業務委託                           367,500

港湾局　海務担当（埠頭） 平成26年4月15日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 O号上屋シロアリベイトステーション管理業務委託               151,200

港湾局　経営監理担当（港営会計） 平成26年4月15日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 小口現金繰入金の支出について                                700

港湾局　経営監理担当（港営会計） 平成26年4月15日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 小口現金繰入金の支出について                                230

港湾局　経営監理担当（港営会計） 平成26年4月15日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 小口現金繰入金の支出について                                1,377

港湾局　経営監理担当（港営会計） 平成26年4月15日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 小口現金繰入金の支出について                                3,150

港湾局　営業推進室　（販売促進） 平成26年4月16日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 舞洲人工芝多目的運動広場電気料金（３月分）                  60,340

港湾局　海務担当（埠頭） 平成26年4月16日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 ＫＦ－１号上屋雨水排水管清掃業務委託                        336,000

港湾局　海務担当（埠頭） 平成26年4月16日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 中央２号上屋附設事務所電気使用料の支出について（３月分）    1,259

港湾局　環境整備担当 平成26年4月16日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 土地造成費 夢洲基地電気料金（3月分）                                   98,086

港湾局　環境整備担当 平成26年4月16日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 土地造成費 夢洲４区揚水井戸ポンプ電気料金（３月分）                    49,517

港湾局　工務担当 平成26年4月16日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 設計積算用　砂及び石材価格等実態調査業務委託                221,787

港湾局　工務担当 平成26年4月16日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 設計積算用　砂及び石材価格等実態調査業務委託                50,232

港湾局　工務担当 平成26年4月16日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 設計積算用　砂及び石材価格等実態調査業務委託                6,913

港湾局　工務担当 平成26年4月16日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 設計積算用　砂及び石材価格等実態調査業務委託                22,943

港湾局　工務担当 平成26年4月16日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 荷役機械運営費 設計積算用　砂及び石材価格等実態調査業務委託                14,550

港湾局　工務担当 平成26年4月16日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 設計積算用　砂及び石材価格等実態調査業務委託                283,823

港湾局　工務担当 平成26年4月16日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 引船運営費 設計積算用　砂及び石材価格等実態調査業務委託                3,502

港湾局　工務担当 平成26年4月16日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 港湾業務情報システムネットワーク回線使用料（平成26年2月分） 189,421

港湾局　工務担当 平成26年4月16日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 引船運営費 港湾業務情報システムネットワーク回線使用料（平成26年2月分） 2,337

港湾局　工務担当 平成26年4月16日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 港湾業務情報システムネットワーク回線使用料（平成26年2月分） 148,019

港湾局　工務担当 平成26年4月16日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 港湾業務情報システムネットワーク回線使用料（平成26年2月分） 33,524

港湾局　工務担当 平成26年4月16日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 港湾業務情報システムネットワーク回線使用料（平成26年2月分） 4,614

港湾局　工務担当 平成26年4月16日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 港湾業務情報システムネットワーク回線使用料（平成26年2月分） 15,312

港湾局　工務担当 平成26年4月16日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 荷役機械運営費 港湾業務情報システムネットワーク回線使用料（平成26年2月分） 9,711

港湾局　保全監理担当（設計） 平成26年4月16日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 土地造成費 業務用　陽画焼付等（下半期）請負（単価契約）２月分（設計）  441

港湾局　営業推進室　（販売促進） 平成26年4月17日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 大阪港埋立地分譲広告業務委託料（２月分）                    31,200

港湾局　営業推進室　（販売促進） 平成26年4月17日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 大阪港埋立地分譲広告業務委託料（２月分）                    10,315

港湾局　営業推進室　（販売促進） 平成26年4月17日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 大阪港埋立地分譲広告業務委託料（２月分）                    842

港湾局　営業推進室　（販売促進） 平成26年4月17日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 大阪港埋立地分譲広告業務委託料（２月分）                    2,793

港湾局　海務担当（埠頭） 平成26年4月17日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 上屋維持管理用　消火器ほか一点の買入経費の支出について      194,935
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港湾局　海務担当（埠頭） 平成26年4月17日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 安治川５・６・７号上屋電気使用料の支出について（３月分）    98,717

港湾局　工務担当 平成26年4月17日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 荷役機械運営費 設計積算システム用　港湾請負工事積算基準データ買入          17,714

港湾局　工務担当 平成26年4月17日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 設計積算システム用　港湾請負工事積算基準データ買入          345,523

港湾局　工務担当 平成26年4月17日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 引船運営費 設計積算システム用　港湾請負工事積算基準データ買入          4,263

港湾局　工務担当 平成26年4月17日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 設計積算システム用　港湾請負工事積算基準データ買入          270,002

港湾局　工務担当 平成26年4月17日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 設計積算システム用　港湾請負工事積算基準データ買入          61,152

港湾局　工務担当 平成26年4月17日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 設計積算システム用　港湾請負工事積算基準データ買入          8,416

港湾局　工務担当 平成26年4月17日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 設計積算システム用　港湾請負工事積算基準データ買入          27,930

港湾局　設備担当（電気） 平成26年4月17日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 陽画焼付等（下半期）請負（単価契約）2月分〔電気担当〕       3,539

港湾局　営業推進室　（財産活用） 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 測量業務用基準点測量成果検定業務委託                        129,802

港湾局　営業推進室　（財産活用） 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 測量業務用基準点測量成果検定業務委託                        29,398

港湾局　営業推進室　（財産活用） 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 測量業務用基準点測量成果検定業務委託                        4,046

港湾局　営業推進室　（財産活用） 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 測量業務用基準点測量成果検定業務委託                        13,427

港湾局　海務担当（埠頭） 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 安治川６号上屋外１箇所シャッター点検業務委託                89,250

港湾局　海務担当（埠頭） 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 その他未払金 源泉所得税徴収不足分に係る歳計外現金への振替について（荷役） 6,276

港湾局　海務担当（埠頭） 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 その他未払金 源泉所得税徴収不足分に係る歳計外現金への振替について（上屋） 2,765

港湾局　経営監理担当（調達） 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 預り金 預り保証金 大港調第253615号　契約保証金（上屋倉庫運営費）の還付        157,500

港湾局　工務担当 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 荷役機械運営費 設計積算システム運用保守業務委託                            203,958

港湾局　工務担当 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 設計積算システム運用保守業務委託                            3,978,456

港湾局　工務担当 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 引船運営費 設計積算システム運用保守業務委託                            49,086

港湾局　工務担当 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 設計積算システム運用保守業務委託                            3,108,883

港湾局　工務担当 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 設計積算システム運用保守業務委託                            704,122

港湾局　工務担当 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 設計積算システム運用保守業務委託                            96,901

港湾局　工務担当 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 設計積算システム運用保守業務委託                            321,594

港湾局　工務担当 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 荷役機械運営費 港湾業務情報システム用パソコン等機器一式長期借入(３月分)    3,122

港湾局　工務担当 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 港湾業務情報システム用パソコン等機器一式長期借入(３月分)    60,911

港湾局　工務担当 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 引船運営費 港湾業務情報システム用パソコン等機器一式長期借入(３月分)    752

港湾局　工務担当 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 港湾業務情報システム用パソコン等機器一式長期借入(３月分)    47,597

港湾局　工務担当 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 港湾業務情報システム用パソコン等機器一式長期借入(３月分)    10,781

港湾局　工務担当 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 港湾業務情報システム用パソコン等機器一式長期借入(３月分)    1,484

港湾局　工務担当 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 港湾業務情報システム用パソコン等機器一式長期借入(３月分)    4,923

港湾局　工務担当 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 荷役機械運営費 平成25年度 JCIS検索システム使用料                           954

港湾局　工務担当 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 平成25年度 JCIS検索システム使用料                           18,609

港湾局　工務担当 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 引船運営費 平成25年度 JCIS検索システム使用料                           230

港湾局　工務担当 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 平成25年度 JCIS検索システム使用料                           14,541

港湾局　工務担当 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 平成25年度 JCIS検索システム使用料                           3,294

港湾局　工務担当 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 平成25年度 JCIS検索システム使用料                           453

港湾局　工務担当 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 平成25年度 JCIS検索システム使用料                           1,504

港湾局　設備担当（機械） 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 南港上屋（Ｇ－３号・Ｇ－５号）機械設備改修工事              4,604,950

港湾局　設備担当（機械） 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 南港Ｇ－３号上屋外消防設備改修工事　事務費(旅費)            1,071

港湾局　設備担当（機械） 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 南港Ｇ－３号上屋外消防設備改修工事　事務費(消耗品費)        4,683

港湾局　設備担当（電気） 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 請第３４０２号　青果物上屋電気設備保守点検その他業務委託    7,665,000

港湾局　設備担当（電気） 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 土地造成費 請第3657号　舞洲運動広場駐車場管制設備移設工事              609,000

港湾局　設備担当（電気） 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 南港Ｅ－１号上屋電気設備補修工事                            853,650
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港湾局　設備担当（電気） 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫整備費 南港Ｅ－１号上屋電気設備補修工事                            4,264,050

港湾局　設備担当（電気） 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 港湾局南港D-5号上屋外照明設備他改修工事　事務費（旅費）     1,722

港湾局　設備担当（電気） 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 港湾局南港D-5号上屋外照明設備他改修工事　事務費（消耗品費） 7,581

港湾局　設備担当（電気） 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 南港A-4号上屋外高圧受変電設備他改修工事　事務費(消耗品費)   19,299

港湾局　設備担当（電気） 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 南港A-4号上屋外高圧受変電設備他改修工事　事務費(旅費)       4,410

港湾局　設備担当（電気） 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 (電事-1)ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ(港湾局)買入(単価契約) 3月分               14,112

港湾局　設備担当（電気） 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 港湾局南港D-5号上屋照明設備改修工事                         2,873,850

港湾局　設備担当（電気） 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 港湾局大正８・９号上屋照明設備改修工事                      6,405,000

港湾局　保全監理担当（建築） 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 請第３３５１号　南港Ｄ－２号上屋シャッター取替工事（その２） 22,340,850

港湾局　保全監理担当（建築） 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 請第３３５２号　南港Ｋ－１号上屋シャッター補修工事          6,130,320

港湾局　保全監理担当（港湾工事） 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 土地造成費 土木関係ＪＩＳ要覧追録の買入及び同経費の支出について        13,350

港湾局　保全監理担当（設計） 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 土地造成費 請第8001号　夢洲3区域内道路詳細設計業務委託（その２）       9,738,500

港湾局　保全監理担当（設計） 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 関連事業費 請第8002号　夢洲3区雨水管整備実施設計業務委託               2,262,200

港湾局　保全監理担当（設計） 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 土地造成費 請第8020号　舞洲9号線道路詳細設計業務委託                   4,267,900

港湾局　保全監理担当（設計） 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 土地造成費 請第8003号　夢洲地区地盤解析及び沈下観測業務委託（その1-2） 4,847,250

港湾局　保全監理担当（設計） 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 請第8003号　夢洲地区地盤解析及び沈下観測業務委託（その1-2） 420,550

港湾局　保全監理担当（設計） 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 請第8003号　夢洲地区地盤解析及び沈下観測業務委託（その1-2） 165,700

港湾局　保全監理担当（設計） 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 土地造成費 事業案製本業務委託に係る経費の支出について                  47,880

港湾局　保全監理担当（設計） 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 関連事業費 事業案製本業務委託に係る経費の支出について                  47,880

港湾局　保全監理担当（設計） 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 事業案製本業務委託に係る経費の支出について                  47,880

港湾局　保全監理担当（設計） 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 荷役機械運営費 事業案スキャニング業務委託                                  2,455

港湾局　保全監理担当（設計） 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 事業案スキャニング業務委託                                  47,879

港湾局　保全監理担当（設計） 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 引船運営費 事業案スキャニング業務委託                                  591

港湾局　保全監理担当（設計） 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 事業案スキャニング業務委託                                  37,415

港湾局　保全監理担当（設計） 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 事業案スキャニング業務委託                                  8,474

港湾局　保全監理担当（設計） 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 事業案スキャニング業務委託                                  1,166

港湾局　保全監理担当（設計） 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 事業案スキャニング業務委託                                  3,870

港湾局　緑地管理担当（緑地管理） 平成26年4月18日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 土地造成費 舞洲多目的運動広場北側緑地帯改良工事                        33,705,000

港湾局　監理調整担当（集客施設） 平成26年4月21日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 なにわの海の時空館光熱水費の支出について（3月分）           2,172

港湾局　工務担当 平成26年4月21日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 荷役機械運営費 設計積算システム用　自治体版土木工事積算基準データ使用料    101,220

港湾局　工務担当 平成26年4月21日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 設計積算システム用　自治体版土木工事積算基準データ使用料    1,974,420

港湾局　工務担当 平成26年4月21日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 引船運営費 設計積算システム用　自治体版土木工事積算基準データ使用料    24,360

港湾局　工務担当 平成26年4月21日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 設計積算システム用　自治体版土木工事積算基準データ使用料    1,542,870

港湾局　工務担当 平成26年4月21日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 設計積算システム用　自治体版土木工事積算基準データ使用料    349,440

港湾局　工務担当 平成26年4月21日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 設計積算システム用　自治体版土木工事積算基準データ使用料    48,090

港湾局　工務担当 平成26年4月21日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 設計積算システム用　自治体版土木工事積算基準データ使用料    159,600

港湾局　施設管理担当（施設管理） 平成26年4月21日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 請第9213号　施設管理担当自動車法定点検整備業務委託(その４)  12,281

港湾局　設備担当（機械） 平成26年4月21日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 設備担当（機械）自動車法定点検整備業務委託（その３）        73,479

港湾局　設備担当（機械） 平成26年4月21日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 ４７Ｅ－１７　舞洲人工芝多目的運動場クラブハウス空調機修繕  42,000

港湾局　設備担当（機械） 平成26年4月21日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 荷役機械運営費 軸受用ｽﾘｰﾌﾞほか36点買入にかかる経費の支出について           27,206

港湾局　設備担当（機械） 平成26年4月21日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 軸受用ｽﾘｰﾌﾞほか36点買入にかかる経費の支出について           36,172

港湾局　設備担当（機械） 平成26年4月21日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 引船運営費 軸受用ｽﾘｰﾌﾞほか36点買入にかかる経費の支出について           28,644

港湾局　設備担当（機械） 平成26年4月21日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 ｱﾅﾛｸﾞ絶縁抵抗計ほか3点買入にかかる経費の支出について        54,600

港湾局　設備担当（電気） 平成26年4月21日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 咲洲国際船客上屋昇降機保守点検業務委託（完成）              1,195,425
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港湾局　設備担当（電気） 平成26年4月21日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 請第3403号　南港A-1号上屋外電気設備管理図作成業務委託       1,575,000

港湾局　設備担当（電気） 平成26年4月21日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 設備担当（電気）自動車法定点検整備業務委託                  118,734

港湾局　設備担当（電気） 平成26年4月21日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 （電請25-7）南港ﾎﾟｰﾄﾀｳﾝ駐車場電気設備修繕                   393,750

港湾局　設備担当（電気） 平成26年4月21日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 （電委25-9）鶴町基地産業廃棄物収集運搬処理業務委託（その３） 36,225

港湾局　設備担当（電気） 平成26年4月21日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 荷役機械運営費 （電委２５－１０）工事原図画像データ化業務委託              4,362

港湾局　設備担当（電気） 平成26年4月21日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 （電委２５－１０）工事原図画像データ化業務委託              48,120

港湾局　設備担当（電気） 平成26年4月21日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 （電委２５－１０）工事原図画像データ化業務委託              38,558

港湾局　設備担当（電気） 平成26年4月21日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 （電委２５－１０）工事原図画像データ化業務委託              8,733

港湾局　設備担当（電気） 平成26年4月21日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 （電委２５－１０）工事原図画像データ化業務委託              1,202

港湾局　設備担当（電気） 平成26年4月21日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 （電委２５－１０）工事原図画像データ化業務委託              3,989

港湾局　保全監理担当（建築） 平成26年4月21日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫整備費 請3321南港E-1号上屋補修工事に係る経費の支出について         39,737,700

港湾局　保全監理担当（建築） 平成26年4月21日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫整備費 請3220 E-1上屋補修工事監理業務委託(2)の経費の支出について   1,102,500

港湾局　営業推進室　（販売促進） 平成26年4月22日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 舞洲人工芝多目的運動広場水道料金（平成２６年３月分）        91,470

港湾局　海務担当（埠頭） 平成26年4月22日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 上屋等水道使用料の支出について（３月分）                    117,075

港湾局　環境整備担当 平成26年4月22日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 土地造成費 夢洲基地水道料金（3月分）                                   122,224

港湾局　監理調整担当（集客施設） 平成26年4月22日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 なにわの海の時空館光熱水費の支出について（3月分）           21,359

港湾局　施設管理担当（施設管理） 平成26年4月22日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 直903号　ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞﾛｰﾗ部品ｽｸﾚｰﾊﾟ外10点の買入                  101,640

港湾局　施設管理担当（施設管理） 平成26年4月22日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 直903号　バッテリーの買入                                   14,700

港湾局　施設管理担当（施設管理） 平成26年4月22日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 建設機械（車両関係）借入（２月分）の実施                    4,725

港湾局　施設管理担当（施設管理） 平成26年4月22日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 建設機械（車両関係）借入（２月分）の実施                    4,725

港湾局　施設管理担当（施設管理） 平成26年4月22日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 建設機械（車両関係）借入（２月分）の実施                    4,725

港湾局　施設管理担当（施設管理） 平成26年4月22日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 建設機械（車両関係）借入（２月分）の実施                    28,875

港湾局　施設管理担当（施設管理） 平成26年4月22日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 建設機械（重機関係）借入（２月分）の実施                    15,750

港湾局　施設管理担当（施設管理） 平成26年4月22日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 舞洲汚水ポンプ場水道料金（３月分）の支出について            1,574

港湾局　設備担当（電気） 平成26年4月22日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 請第3604号　上屋施設検定付電力量計取替工事                  803,250

港湾局　設備担当（電気） 平成26年4月22日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 南港Ｒ地区荷さばき地照明塔設備改修工事                      9,533,600

港湾局　総務担当（庶務・法規） 平成26年4月22日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 荷役機械運営費 ABC粉末消火器（10型）ほか7点買入                            4,792

港湾局　総務担当（庶務・法規） 平成26年4月22日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 ABC粉末消火器（10型）ほか7点買入                            47,922

港湾局　総務担当（庶務・法規） 平成26年4月22日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 引船運営費 ABC粉末消火器（10型）ほか7点買入                            26,357

港湾局　総務担当（庶務・法規） 平成26年4月22日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 ABC粉末消火器（10型）ほか7点買入                            24,645

港湾局　総務担当（庶務・法規） 平成26年4月22日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 ABC粉末消火器（10型）ほか7点買入                            5,582

港湾局　総務担当（庶務・法規） 平成26年4月22日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 ABC粉末消火器（10型）ほか7点買入                            769

港湾局　総務担当（庶務・法規） 平成26年4月22日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 ABC粉末消火器（10型）ほか7点買入                            2,549

港湾局　総務担当（庶務・法規） 平成26年4月22日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 荷役機械運営費 ABC粉末消火器（10型）ほか7点買入                            1,095

港湾局　総務担当（庶務・法規） 平成26年4月22日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 ABC粉末消火器（10型）ほか7点買入                            10,955

港湾局　総務担当（庶務・法規） 平成26年4月22日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 引船運営費 ABC粉末消火器（10型）ほか7点買入                            6,025

港湾局　総務担当（庶務・法規） 平成26年4月22日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 ABC粉末消火器（10型）ほか7点買入                            5,634

港湾局　総務担当（庶務・法規） 平成26年4月22日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 ABC粉末消火器（10型）ほか7点買入                            1,276

港湾局　総務担当（庶務・法規） 平成26年4月22日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 ABC粉末消火器（10型）ほか7点買入                            176

港湾局　総務担当（庶務・法規） 平成26年4月22日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 ABC粉末消火器（10型）ほか7点買入                            583

港湾局　営業推進室　（財産活用） 平成26年4月23日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 港湾局所管用地環境調査（地下水）業務委託に係る支出について  569,100

港湾局　営業推進室　（販売促進） 平成26年4月23日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 その他未払金 源泉所得税徴収不足分に係る支出について                      606,591

港湾局　海務担当（埠頭） 平成26年4月23日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 咲洲国際客船上屋施設交通整理業務委託経費の支出について      169,400

港湾局　海務担当（埠頭） 平成26年4月23日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 Ｙ号上屋外２箇所シャッター点検業務委託                      312,900
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港湾局　海務担当（埠頭） 平成26年4月23日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 荷役機械運営費 法律相談（平成２６年３月２５日）にかかる経費の支出（３）    157,500

港湾局　海務担当（埠頭） 平成26年4月23日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 し尿収集運搬業務委託経費の支出(単価契約・３月分)            18,900

港湾局　監理調整担当（集客施設） 平成26年4月23日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 その他未払金 源泉所得税徴収不足分に係る支出について                      3,500

港湾局　監理調整担当（集客施設） 平成26年4月23日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 その他未払金 源泉所得税徴収不足分に係る支出について                      17,700

港湾局　監理調整担当（集客施設） 平成26年4月23日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 その他未払金 源泉所得税徴収不足分に係る支出について                      510

港湾局　工務担当 平成26年4月23日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 荷役機械運営費 請第3715号　港湾業務情報システムネットワーク保守業務委託    11,387

港湾局　工務担当 平成26年4月23日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 請第3715号　港湾業務情報システムネットワーク保守業務委託    222,122

港湾局　工務担当 平成26年4月23日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 引船運営費 請第3715号　港湾業務情報システムネットワーク保守業務委託    2,741

港湾局　工務担当 平成26年4月23日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 請第3715号　港湾業務情報システムネットワーク保守業務委託    173,573

港湾局　工務担当 平成26年4月23日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 請第3715号　港湾業務情報システムネットワーク保守業務委託    39,312

港湾局　工務担当 平成26年4月23日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 請第3715号　港湾業務情報システムネットワーク保守業務委託    5,410

港湾局　工務担当 平成26年4月23日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 請第3715号　港湾業務情報システムネットワーク保守業務委託    17,955

港湾局　施設管理担当（施設管理） 平成26年4月23日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 荷役機械運営費 請第9000号　第二突堤基地庁舎清掃業務委託の実施              1,641

港湾局　施設管理担当（施設管理） 平成26年4月23日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 請第9000号　第二突堤基地庁舎清掃業務委託の実施              16,409

港湾局　施設管理担当（施設管理） 平成26年4月23日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 引船運営費 請第9000号　第二突堤基地庁舎清掃業務委託の実施              9,025

港湾局　施設管理担当（施設管理） 平成26年4月23日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 請第9000号　第二突堤基地庁舎清掃業務委託の実施              8,439

港湾局　施設管理担当（施設管理） 平成26年4月23日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 請第9000号　第二突堤基地庁舎清掃業務委託の実施              1,911

港湾局　施設管理担当（施設管理） 平成26年4月23日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 請第9000号　第二突堤基地庁舎清掃業務委託の実施              263

港湾局　施設管理担当（施設管理） 平成26年4月23日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 請第9000号　第二突堤基地庁舎清掃業務委託の実施              874

港湾局　施設管理担当（施設管理） 平成26年4月23日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 請9235号　ネットフェンスの買入                              455,726

港湾局　設備担当（電気） 平成26年4月24日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 土地造成費 夢洲4区余水処理設備電源引込点検業務委託                     176,400

港湾局　設備担当（電気） 平成26年4月24日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 土地造成費 請第3658号　舞洲運動広場屋外電源移設工事（その２）          1,714,650

港湾局　営業推進室　（財産活用） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 荷役機械運営費 平成24年度測量業務システム(機器更新)長期借入について        5,006

港湾局　営業推進室　（財産活用） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 平成24年度測量業務システム(機器更新)長期借入について        97,661

港湾局　営業推進室　（財産活用） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 引船運営費 平成24年度測量業務システム(機器更新)長期借入について        1,206

港湾局　営業推進室　（財産活用） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 平成24年度測量業務システム(機器更新)長期借入について        76,313

港湾局　営業推進室　（財産活用） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 平成24年度測量業務システム(機器更新)長期借入について        17,284

港湾局　営業推進室　（財産活用） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 平成24年度測量業務システム(機器更新)長期借入について        2,378

港湾局　営業推進室　（財産活用） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 平成24年度測量業務システム(機器更新)長期借入について        7,894

港湾局　営業推進室　（財産活用） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 荷役機械運営費 平成24年度測量業務システム(機器更新)長期借入について        4,123

港湾局　営業推進室　（財産活用） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 平成24年度測量業務システム(機器更新)長期借入について        80,408

港湾局　営業推進室　（財産活用） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 引船運営費 平成24年度測量業務システム(機器更新)長期借入について        992

港湾局　営業推進室　（財産活用） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 平成24年度測量業務システム(機器更新)長期借入について        62,833

港湾局　営業推進室　（財産活用） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 平成24年度測量業務システム(機器更新)長期借入について        14,231

港湾局　営業推進室　（財産活用） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 平成24年度測量業務システム(機器更新)長期借入について        1,958

港湾局　営業推進室　（財産活用） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 平成24年度測量業務システム(機器更新)長期借入について        6,500

港湾局　営業推進室　（販売促進） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 埋立地等分譲促進のためのポスター印刷                        27,000

港湾局　営業推進室　（販売促進） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 埋立地等分譲促進のためのポスター印刷                        6,115

港湾局　営業推進室　（販売促進） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 埋立地等分譲促進のためのポスター印刷                        842

港湾局　営業推進室　（販売促進） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 埋立地等分譲促進のためのポスター印刷                        2,793

港湾局　海務担当（船舶） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 引船運営費 引船運営用　水道使用料の支出について（3月分）               15,300

港湾局　海務担当（埠頭） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 南港Ｋ地区荷さばき地附設トイレ及び手洗器借入について        345,660

港湾局　海務担当（埠頭） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 南港Ｒ地区産業廃棄物収集運搬処分業務委託                    84,420

港湾局　環境整備担当 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 土地造成費 建設発生土受入業務に係る土砂搬入管理システム借入（3月分）   354,900
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港湾局　環境整備担当 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 土地造成費 夢洲域内建設発生土受入に関する業務委託（完了分）            30,076,500

港湾局　工務担当 平成26年4月25日 港営事業会計 流動資産（施設） 流動資産 前払金（港営） 前払金（港営） 気象・海象観測通信機器設置契約に伴う賃料の支出について      2,148

港湾局　工務担当 平成26年4月25日 港営事業会計 流動資産（施設） 流動資産 前払金（港営） 前払金（港営） 気象・海象観測通信機器設置契約に伴う賃料の支出について      486

港湾局　工務担当 平成26年4月25日 港営事業会計 流動資産（施設） 流動資産 前払金（港営） 前払金（港営） 気象・海象観測通信機器設置契約に伴う賃料の支出について      68

港湾局　工務担当 平成26年4月25日 港営事業会計 流動資産（施設） 流動資産 前払金（港営） 前払金（港営） 気象・海象観測通信機器設置契約に伴う賃料の支出について      222

港湾局　工務担当 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 荷役機械運営費 工事台帳管理システム保守業務委託の施行並びに同経費の支出    25,002

港湾局　工務担当 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 工事台帳管理システム保守業務委託の施行並びに同経費の支出    487,682

港湾局　工務担当 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 引船運営費 工事台帳管理システム保守業務委託の施行並びに同経費の支出    6,016

港湾局　工務担当 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 工事台帳管理システム保守業務委託の施行並びに同経費の支出    381,089

港湾局　工務担当 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 工事台帳管理システム保守業務委託の施行並びに同経費の支出    86,312

港湾局　工務担当 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 工事台帳管理システム保守業務委託の施行並びに同経費の支出    11,878

港湾局　工務担当 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 工事台帳管理システム保守業務委託の施行並びに同経費の支出    39,421

港湾局　施設管理担当（施設管理） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 請第9604号　咲洲ｺｽﾓ7号線・8号線ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ運転管理業務委託   756,000

港湾局　施設管理担当（施設管理） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 荷役機械運営費 道路橋梁総合管理ｼｽﾃﾑの管理運用にかかる費用のうちﾘｰｽ代金     330

港湾局　施設管理担当（施設管理） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 道路橋梁総合管理ｼｽﾃﾑの管理運用にかかる費用のうちﾘｰｽ代金     6,446

港湾局　施設管理担当（施設管理） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 引船運営費 道路橋梁総合管理ｼｽﾃﾑの管理運用にかかる費用のうちﾘｰｽ代金     80

港湾局　施設管理担当（施設管理） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 道路橋梁総合管理ｼｽﾃﾑの管理運用にかかる費用のうちﾘｰｽ代金     5,036

港湾局　施設管理担当（施設管理） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 道路橋梁総合管理ｼｽﾃﾑの管理運用にかかる費用のうちﾘｰｽ代金     1,141

港湾局　施設管理担当（施設管理） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 道路橋梁総合管理ｼｽﾃﾑの管理運用にかかる費用のうちﾘｰｽ代金     157

港湾局　施設管理担当（施設管理） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 道路橋梁総合管理ｼｽﾃﾑの管理運用にかかる費用のうちﾘｰｽ代金     521

港湾局　施設管理担当（施設管理） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 荷役機械運営費 建設局ｼｽﾃﾑ運用管理補助業務委託（その2）                     4,036

港湾局　施設管理担当（施設管理） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 建設局ｼｽﾃﾑ運用管理補助業務委託（その2）                     78,728

港湾局　施設管理担当（施設管理） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 引船運営費 建設局ｼｽﾃﾑ運用管理補助業務委託（その2）                     971

港湾局　施設管理担当（施設管理） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 建設局ｼｽﾃﾑ運用管理補助業務委託（その2）                     61,520

港湾局　施設管理担当（施設管理） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 建設局ｼｽﾃﾑ運用管理補助業務委託（その2）                     13,933

港湾局　施設管理担当（施設管理） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 建設局ｼｽﾃﾑ運用管理補助業務委託（その2）                     1,918

港湾局　施設管理担当（施設管理） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 建設局ｼｽﾃﾑ運用管理補助業務委託（その2）                     6,364

港湾局　施設管理担当（施設管理） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 荷役機械運営費 道路橋梁総合管理ｼｽﾃﾑ保守業務委託                            16,990

港湾局　施設管理担当（施設管理） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 道路橋梁総合管理ｼｽﾃﾑ保守業務委託                            331,407

港湾局　施設管理担当（施設管理） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 引船運営費 道路橋梁総合管理ｼｽﾃﾑ保守業務委託                            4,089

港湾局　施設管理担当（施設管理） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 道路橋梁総合管理ｼｽﾃﾑ保守業務委託                            258,971

港湾局　施設管理担当（施設管理） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 道路橋梁総合管理ｼｽﾃﾑ保守業務委託                            58,654

港湾局　施設管理担当（施設管理） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 道路橋梁総合管理ｼｽﾃﾑ保守業務委託                            8,072

港湾局　施設管理担当（施設管理） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 道路橋梁総合管理ｼｽﾃﾑ保守業務委託                            26,789

港湾局　振興担当 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 南港コンテナふ頭トイレ他8か所清掃業務委託経費の支出について 9,324

港湾局　設備担当（機械） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 荷役機械運営費 平成25年度鶴町基地内事務所清掃業務委託の経費の支出について  1,455

港湾局　設備担当（機械） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 平成25年度鶴町基地内事務所清掃業務委託の経費の支出について  14,550

港湾局　設備担当（機械） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 引船運営費 平成25年度鶴町基地内事務所清掃業務委託の経費の支出について  8,003

港湾局　設備担当（機械） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 平成25年度鶴町基地内事務所清掃業務委託の経費の支出について  7,483

港湾局　設備担当（機械） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 平成25年度鶴町基地内事務所清掃業務委託の経費の支出について  1,695

港湾局　設備担当（機械） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 平成25年度鶴町基地内事務所清掃業務委託の経費の支出について  233

港湾局　設備担当（機械） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 平成25年度鶴町基地内事務所清掃業務委託の経費の支出について  774

港湾局　設備担当（機械） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 荷役機械運営費 Ｃ６・７－１号機多目的クレーン保守点検業務委託              9,450,000

港湾局　設備担当（機械） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 荷役機械運営費 Ｃ６・７－２号機多目的クレーン保守点検業務委託              9,555,000
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港湾局　設備担当（機械） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 土地造成費 夢洲余水処理施設運転管理業務委託                            2,625,000

港湾局　設備担当（機械） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 土地造成費 夢洲第４区揚水井戸ポンプ取替工事                            966,000

港湾局　設備担当（機械） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 荷役機械運営費 平成25年度 請第3105号 Ｃ６・７－２号機多目的クレーン補修工事 21,210,000

港湾局　設備担当（機械） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 請第３１１０号　南港ポートタウン駐車場消火設備補修工事      3,465,000

港湾局　設備担当（機械） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 請第3112号 南港ポートタウン管理センター吸収冷温水機補修工事 1,470,000

港湾局　設備担当（機械） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 ４７Ｅ－１９　咲洲国際船客上屋空気調和設備修繕              252,000

港湾局　設備担当（電気） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 荷役機械運営費 平成25年度　電気設備管理システム保守業務委託                6,959

港湾局　設備担当（電気） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 平成25年度　電気設備管理システム保守業務委託                135,741

港湾局　設備担当（電気） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 引船運営費 平成25年度　電気設備管理システム保守業務委託                1,675

港湾局　設備担当（電気） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 平成25年度　電気設備管理システム保守業務委託                106,072

港湾局　設備担当（電気） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 平成25年度　電気設備管理システム保守業務委託                24,024

港湾局　設備担当（電気） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 平成25年度　電気設備管理システム保守業務委託                3,306

港湾局　設備担当（電気） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 平成25年度　電気設備管理システム保守業務委託                10,973

港湾局　設備担当（電気） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 南港ﾎﾟｰﾄﾀｳﾝ管理ｾﾝﾀｰ特別高圧用地絡過電流継電器更新工事       2,117,500

港湾局　設備担当（電気） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 荷役機械運営費 請第3436号 道路橋梁総合管理ｼｽﾃﾑ照明灯移行ﾃﾞｰﾀ整備等業務委託 12,146

港湾局　設備担当（電気） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 請第3436号 道路橋梁総合管理ｼｽﾃﾑ照明灯移行ﾃﾞｰﾀ整備等業務委託 236,931

港湾局　設備担当（電気） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 引船運営費 請第3436号 道路橋梁総合管理ｼｽﾃﾑ照明灯移行ﾃﾞｰﾀ整備等業務委託 2,923

港湾局　設備担当（電気） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 請第3436号 道路橋梁総合管理ｼｽﾃﾑ照明灯移行ﾃﾞｰﾀ整備等業務委託 185,144

港湾局　設備担当（電気） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 請第3436号 道路橋梁総合管理ｼｽﾃﾑ照明灯移行ﾃﾞｰﾀ整備等業務委託 41,933

港湾局　設備担当（電気） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 請第3436号 道路橋梁総合管理ｼｽﾃﾑ照明灯移行ﾃﾞｰﾀ整備等業務委託 5,771

港湾局　設備担当（電気） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 請第3436号 道路橋梁総合管理ｼｽﾃﾑ照明灯移行ﾃﾞｰﾀ整備等業務委託 19,152

港湾局　保全監理担当（建築） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 請第３３１１号　南港Ｉ－６号上屋外壁補修工事                10,203,200

港湾局　保全監理担当（建築） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 請第３３０８号　Ｎ号上屋外壁補修工事                        12,393,000

港湾局　保全監理担当（設計） 平成26年4月25日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 平成25年度　請第7330号　南港魚つり園補修工事                18,848,000

港湾局　営業推進室　（開発調整担当） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 南港ポートタウン住環境維持に関する業務委託                  7,955,500

港湾局　営業推進室　（開発調整担当） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 ノーカーゾーンゲート・中央ゲート駐車場ゲート機器保守点検業務 1,186,500

港湾局　営業推進室　（開発調整担当） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 関連事業費 平成25年度　夢洲地区の水道整備について                      14,120,400

港湾局　営業推進室　（開発調整担当） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 南港ポートタウン中央ゲート駐車場除草業務委託                369,600

港湾局　営業推進室　（開発調整担当） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 南港ポートタウン住環境維持業務にかかる日本国旗買入          1,785

港湾局　営業推進室　（販売促進） 平成26年4月28日 港営事業会計 大阪港埋立事業費用 営業費用（埋立） 一般管理費 旅費 東京出張にかかる管外出張旅費                                29,610

港湾局　営業推進室　（販売促進） 平成26年4月28日 港営事業会計 大阪港埋立事業費用 営業費用（埋立） 一般管理費 旅費 東京出張にかかる管外出張旅費                                29,610

港湾局　営業推進室　（販売促進） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 大阪港埋立地分譲広告業務委託料（３月分）                    196,201

港湾局　営業推進室　（販売促進） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 大阪港埋立地分譲広告業務委託料（３月分）                    175,313

港湾局　営業推進室　（販売促進） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 大阪港埋立地分譲広告業務委託料（３月分）                    842

港湾局　営業推進室　（販売促進） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 大阪港埋立地分譲広告業務委託料（３月分）                    2,793

港湾局　海務担当（海上保全） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 荷役機械運営費 請２５-９３０３　鶴町基地内警備業務委託の経費の支出について 2,994

港湾局　海務担当（海上保全） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 請２５-９３０３　鶴町基地内警備業務委託の経費の支出について 29,958

港湾局　海務担当（海上保全） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 引船運営費 請２５-９３０３　鶴町基地内警備業務委託の経費の支出について 16,474

港湾局　海務担当（海上保全） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 請２５-９３０３　鶴町基地内警備業務委託の経費の支出について 15,406

港湾局　海務担当（海上保全） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 請２５-９３０３　鶴町基地内警備業務委託の経費の支出について 3,488

港湾局　海務担当（海上保全） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 請２５-９３０３　鶴町基地内警備業務委託の経費の支出について 480

港湾局　海務担当（海上保全） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 請２５-９３０３　鶴町基地内警備業務委託の経費の支出について 1,595

港湾局　海務担当（船舶） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 引船運営費 引船運営用　電気使用料の支出について（3月分）               68,113

港湾局　海務担当（埠頭） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 荷役機械運営費 C6・7地区外重量物用橋型起重機及び同付帯電気設備等維持管理   1,008,875
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港湾局　海務担当（埠頭） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 C6・7地区外重量物用橋型起重機及び同付帯電気設備等維持管理   553,875

港湾局　海務担当（埠頭） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 咲洲国際船客上屋施設清掃業務委託経費の支出について          729,035

港湾局　海務担当（埠頭） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 特別管理産業廃棄物収集運搬業務委託費の支出（11月分）        163,632

港湾局　海務担当（埠頭） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 特別管理産業廃棄物処分業務委託費の支出（11月分）            818,160

港湾局　海務担当（埠頭） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 特別管理産業廃棄物処分業務委託費の支出（3月分）             924,840

港湾局　海務担当（埠頭） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 特別管理産業廃棄物収集運搬業務委託費の支出（3月分）         184,968

港湾局　海務担当（埠頭） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 上屋電灯使用料の支出について（３月分）                      5,026,585

港湾局　経営監理担当（港営会計） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 荷役機械整備費 制度改正に伴う大阪市準公営企業財務会計システム改修業務委託  93,603

港湾局　経営監理担当（港営会計） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫整備費 制度改正に伴う大阪市準公営企業財務会計システム改修業務委託  1,825,845

港湾局　経営監理担当（港営会計） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 引船整備費 制度改正に伴う大阪市準公営企業財務会計システム改修業務委託  22,527

港湾局　経営監理担当（港営会計） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 関連事業費 制度改正に伴う大阪市準公営企業財務会計システム改修業務委託  1,426,769

港湾局　経営監理担当（港営会計） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 関連事業費 制度改正に伴う大阪市準公営企業財務会計システム改修業務委託  323,145

港湾局　経営監理担当（港営会計） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 関連事業費 制度改正に伴う大阪市準公営企業財務会計システム改修業務委託  44,471

港湾局　経営監理担当（港営会計） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 関連事業費 制度改正に伴う大阪市準公営企業財務会計システム改修業務委託  147,590

港湾局　経営監理担当（港営会計） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 荷役機械運営費 中央卸売市場業務ｼｽﾃﾑ仮想統合基盤構築業務及び保守業務委託    27,985

港湾局　経営監理担当（港営会計） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 中央卸売市場業務ｼｽﾃﾑ仮想統合基盤構築業務及び保守業務委託    545,888

港湾局　経営監理担当（港営会計） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 引船運営費 中央卸売市場業務ｼｽﾃﾑ仮想統合基盤構築業務及び保守業務委託    6,735

港湾局　経営監理担当（港営会計） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 中央卸売市場業務ｼｽﾃﾑ仮想統合基盤構築業務及び保守業務委託    426,573

港湾局　経営監理担当（港営会計） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 中央卸売市場業務ｼｽﾃﾑ仮想統合基盤構築業務及び保守業務委託    96,613

港湾局　経営監理担当（港営会計） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 中央卸売市場業務ｼｽﾃﾑ仮想統合基盤構築業務及び保守業務委託    13,296

港湾局　経営監理担当（港営会計） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 中央卸売市場業務ｼｽﾃﾑ仮想統合基盤構築業務及び保守業務委託    44,126

港湾局　経営監理担当（港営会計） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 荷役機械運営費 準公営企業財務会計ｼｽﾃﾑの導入･移行業務及びｼｽﾃﾑ保守業務委託   84,350

港湾局　経営監理担当（港営会計） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 準公営企業財務会計ｼｽﾃﾑの導入･移行業務及びｼｽﾃﾑ保守業務委託   1,645,349

港湾局　経営監理担当（港営会計） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 引船運営費 準公営企業財務会計ｼｽﾃﾑの導入･移行業務及びｼｽﾃﾑ保守業務委託   20,300

港湾局　経営監理担当（港営会計） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 準公営企業財務会計ｼｽﾃﾑの導入･移行業務及びｼｽﾃﾑ保守業務委託   1,285,724

港湾局　経営監理担当（港営会計） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 準公営企業財務会計ｼｽﾃﾑの導入･移行業務及びｼｽﾃﾑ保守業務委託   291,200

港湾局　経営監理担当（港営会計） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 準公営企業財務会計ｼｽﾃﾑの導入･移行業務及びｼｽﾃﾑ保守業務委託   40,075

港湾局　経営監理担当（港営会計） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 準公営企業財務会計ｼｽﾃﾑの導入･移行業務及びｼｽﾃﾑ保守業務委託   133,000

港湾局　施設管理担当（施設管理） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 舞洲汚水ポンプ場電気料金３月分の支出について                157,670

港湾局　施設管理担当（施設管理） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 工業用ガス（３月分）の買入（直営工事施工用）                69,720

港湾局　設備担当（機械） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 荷役機械運営費 直３０２－１　ショックコードほか１点買入                    130,200

港湾局　設備担当（機械） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 ガラス用洗剤ほか４点買入にかかる経費の支出について          53,823

港湾局　設備担当（機械） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 電動リベッターほか１点買入にかかる経費の支出について        82,036

港湾局　設備担当（機械） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 ４７Ｅ－２１　ＱＲ号上屋給水管緊急修繕                      399,945

港湾局　設備担当（電気） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 天保山船客上屋昇降機保守点検業務委託                        592,200

港湾局　設備担当（電気） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 荷役機械運営費 (請第3617号)C6・7-1号機多目的クレーン電気設備補修その他工事 11,707,500

港湾局　設備担当（電気） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 港湾局U・W・X号上屋自動火災報知設備改修工事                 2,751,000

港湾局　総務担当（庶務・法規） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 港湾局ＡＴＣ庁舎清掃業務委託に係る経費の支出                48,025

港湾局　総務担当（庶務・法規） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 港湾局ＡＴＣ庁舎清掃業務委託に係る経費の支出                10,877

港湾局　総務担当（庶務・法規） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 港湾局ＡＴＣ庁舎清掃業務委託に係る経費の支出                1,497

港湾局　総務担当（庶務・法規） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 港湾局ＡＴＣ庁舎清掃業務委託に係る経費の支出                4,968

港湾局　総務担当（庶務・法規） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 庁内情報利用パソコン等機器（港湾局）一式　長期借入          960

港湾局　総務担当（庶務・法規） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 庁内情報利用パソコン等機器（港湾局）一式　長期借入          3,183

港湾局　総務担当（庶務・法規） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 荷役機械運営費 庁内情報利用パソコン等機器（港湾局）一式　長期借入          2,019
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港湾局　総務担当（庶務・法規） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 庁内情報利用パソコン等機器（港湾局）一式　長期借入          39,383

港湾局　総務担当（庶務・法規） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 引船運営費 庁内情報利用パソコン等機器（港湾局）一式　長期借入          486

港湾局　総務担当（庶務・法規） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 庁内情報利用パソコン等機器（港湾局）一式　長期借入          30,775

港湾局　総務担当（庶務・法規） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 庁内情報利用パソコン等機器（港湾局）一式　長期借入          6,971

港湾局　総務担当（庶務・法規） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 荷役機械運営費 パソコン等機器の移設・設定変更業務委託にかかる経費の支出    658

港湾局　総務担当（庶務・法規） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 パソコン等機器の移設・設定変更業務委託にかかる経費の支出    12,835

港湾局　総務担当（庶務・法規） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 引船運営費 パソコン等機器の移設・設定変更業務委託にかかる経費の支出    158

港湾局　総務担当（庶務・法規） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 パソコン等機器の移設・設定変更業務委託にかかる経費の支出    10,030

港湾局　総務担当（庶務・法規） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 パソコン等機器の移設・設定変更業務委託にかかる経費の支出    2,271

港湾局　総務担当（庶務・法規） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 パソコン等機器の移設・設定変更業務委託にかかる経費の支出    313

港湾局　総務担当（庶務・法規） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 パソコン等機器の移設・設定変更業務委託にかかる経費の支出    1,038

港湾局　保全監理担当（設計） 平成26年4月28日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 土地造成費 陽画焼付等（第４四半期）請負（単価契約）3月分（設計）       1,323

港湾局　営業推進室　（開発調整担当） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 朝日新聞外２点の購入にかかる経費の支出（１～３月分）        14,214

港湾局　営業推進室　（開発調整担当） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 朝日新聞外２点の購入にかかる経費の支出（１～３月分）        3,219

港湾局　営業推進室　（開発調整担当） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 朝日新聞外２点の購入にかかる経費の支出（１～３月分）        443

港湾局　営業推進室　（開発調整担当） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 朝日新聞外２点の購入にかかる経費の支出（１～３月分）        1,471

港湾局　営業推進室　（開発調整担当） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 毎日新聞の購入にかかる経費の支出（１～３月分）              4,326

港湾局　営業推進室　（開発調整担当） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 毎日新聞の購入にかかる経費の支出（１～３月分）              980

港湾局　営業推進室　（開発調整担当） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 毎日新聞の購入にかかる経費の支出（１～３月分）              134

港湾局　営業推進室　（開発調整担当） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 毎日新聞の購入にかかる経費の支出（１～３月分）              448

港湾局　営業推進室　（開発調整担当） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 読売新聞の購入にかかる経費の支出（１～３月分）              4,325

港湾局　営業推進室　（開発調整担当） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 読売新聞の購入にかかる経費の支出（１～３月分）              980

港湾局　営業推進室　（開発調整担当） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 読売新聞の購入にかかる経費の支出（１～３月分）              134

港湾局　営業推進室　（開発調整担当） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 読売新聞の購入にかかる経費の支出（１～３月分）              448

港湾局　営業推進室　（開発調整担当） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 日本海事新聞の購入にかかる経費の支出（１～３月）            17,357

港湾局　営業推進室　（開発調整担当） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 日本海事新聞の購入にかかる経費の支出（１～３月）            3,931

港湾局　営業推進室　（開発調整担当） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 日本海事新聞の購入にかかる経費の支出（１～３月）            541

港湾局　営業推進室　（開発調整担当） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 日本海事新聞の購入にかかる経費の支出（１～３月）            1,796

港湾局　営業推進室　（開発調整担当） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 産経新聞の購入にかかる経費の支出(１～３月分)                4,325

港湾局　営業推進室　（開発調整担当） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 産経新聞の購入にかかる経費の支出(１～３月分)                980

港湾局　営業推進室　（開発調整担当） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 産経新聞の購入にかかる経費の支出(１～３月分)                134

港湾局　営業推進室　（開発調整担当） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 産経新聞の購入にかかる経費の支出(１～３月分)                448

港湾局　営業推進室　（財産活用） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 荷役機械運営費 請第1319号 測量業務システム(機器増設)長期借入について       1,468

港湾局　営業推進室　（財産活用） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 請第1319号 測量業務システム(機器増設)長期借入について       28,624

港湾局　営業推進室　（財産活用） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 引船運営費 請第1319号 測量業務システム(機器増設)長期借入について       354

港湾局　営業推進室　（財産活用） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 請第1319号 測量業務システム(機器増設)長期借入について       22,367

港湾局　営業推進室　（財産活用） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 請第1319号 測量業務システム(機器増設)長期借入について       5,066

港湾局　営業推進室　（財産活用） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 請第1319号 測量業務システム(機器増設)長期借入について       698

港湾局　営業推進室　（財産活用） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 請第1319号 測量業務システム(機器増設)長期借入について       2,313

港湾局　営業推進室　（財産活用） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 荷役機械運営費 請第1319号 測量業務システム(機器増設)長期借入について       883

港湾局　営業推進室　（財産活用） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 請第1319号 測量業務システム(機器増設)長期借入について       17,238

港湾局　営業推進室　（財産活用） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 引船運営費 請第1319号 測量業務システム(機器増設)長期借入について       212

港湾局　営業推進室　（財産活用） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 請第1319号 測量業務システム(機器増設)長期借入について       13,471

港湾局　営業推進室　（財産活用） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 請第1319号 測量業務システム(機器増設)長期借入について       3,049
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港湾局　営業推進室　（財産活用） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 請第1319号 測量業務システム(機器増設)長期借入について       419

港湾局　営業推進室　（財産活用） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 請第1319号 測量業務システム(機器増設)長期借入について       1,394

港湾局　営業推進室　（財産活用） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 荷役機械運営費 測量業務(財産整理)システム保守業務委託について              10,307

港湾局　営業推進室　（財産活用） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 測量業務(財産整理)システム保守業務委託について              201,058

港湾局　営業推進室　（財産活用） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 引船運営費 測量業務(財産整理)システム保守業務委託について              2,481

港湾局　営業推進室　（財産活用） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 測量業務(財産整理)システム保守業務委託について              157,112

港湾局　営業推進室　（財産活用） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 測量業務(財産整理)システム保守業務委託について              35,584

港湾局　営業推進室　（財産活用） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 測量業務(財産整理)システム保守業務委託について              4,897

港湾局　営業推進室　（財産活用） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 測量業務(財産整理)システム保守業務委託について              16,252

港湾局　営業推進室　（財産活用） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 荷役機械運営費 測量業務(財産整理)システム機器借入について                  134

港湾局　営業推進室　（財産活用） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 測量業務(財産整理)システム機器借入について                  2,676

港湾局　営業推進室　（財産活用） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 引船運営費 測量業務(財産整理)システム機器借入について                  33

港湾局　営業推進室　（財産活用） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 測量業務(財産整理)システム機器借入について                  2,087

港湾局　営業推進室　（財産活用） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 測量業務(財産整理)システム機器借入について                  475

港湾局　営業推進室　（財産活用） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 測量業務(財産整理)システム機器借入について                  66

港湾局　営業推進室　（財産活用） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 測量業務(財産整理)システム機器借入について                  218

港湾局　営業推進室　（財産活用） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 業務用小型貨物自動車長期借入（その２）                      453,604

港湾局　営業推進室　（財産活用） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 業務用小型貨物自動車長期借入（その２）                      102,736

港湾局　営業推進室　（財産活用） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 業務用小型貨物自動車長期借入（その２）                      14,138

港湾局　営業推進室　（財産活用） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 業務用小型貨物自動車長期借入（その２）                      46,922

港湾局　営業推進室　（販売促進） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 市内出張交通費（３月分）の支出について                      400

港湾局　営業推進室　（販売促進） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 市内出張交通費（３月分）の支出について                      400

港湾局　営業推進室　（販売促進） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 市内出張交通費（３月分）の支出について                      230

港湾局　営業推進室　（販売促進） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 市内出張交通費（３月分）の支出について                      400

港湾局　営業推進室　（販売促進） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 市内出張交通費（３月分）の支出について                      230

港湾局　営業推進室　（販売促進） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 市内出張交通費（３月分）の支出について                      1,600

港湾局　営業推進室　（販売促進） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 市内出張交通費（３月分）の支出について                      1,800

港湾局　営業推進室　（販売促進） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 市内出張交通費（３月分）の支出について                      600

港湾局　海務担当（海上保全） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 直営工事用　ＬＥＤ灯ろう買入にかかる経費の支出について      277,200

港湾局　海務担当（海上保全） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 直営工事用　軽油　第４四半期　買入（単価契約）３月分買入    11,382

港湾局　海務担当（海上保全） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 直営工事用　軽油　第４四半期　買入（単価契約）３月分買入    4,956

港湾局　海務担当（海務） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 船舶動静使用料管理運航調整ｼｽﾃﾑ用端末機等長期借入経費の支出  52,102

港湾局　海務担当（海務） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 船舶動静使用料管理運航調整ｼｽﾃﾑ用端末機等長期借入経費の支出  11,800

港湾局　海務担当（海務） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 船舶動静使用料管理運航調整ｼｽﾃﾑ用端末機等長期借入経費の支出  1,624

港湾局　海務担当（海務） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 船舶動静使用料管理運航調整ｼｽﾃﾑ用端末機等長期借入経費の支出  5,390

港湾局　海務担当（海務） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 荷役機械運営費 船舶動静使用料管理運航調整ｼｽﾃﾑ用端末機等長期借入経費の支出  3,418

港湾局　海務担当（海務） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 船舶動静使用料管理運航調整ｼｽﾃﾑ用端末機等長期借入経費の支出  66,676

港湾局　海務担当（海務） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 引船運営費 船舶動静使用料管理運航調整ｼｽﾃﾑ用端末機等長期借入経費の支出  822

港湾局　海務担当（海務） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 船舶動静使用料管理運航調整システム運用保守サポート経費の支出 1,064,580

港湾局　海務担当（海務） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 船舶動静使用料管理運航調整システム運用保守サポート経費の支出 241,114

港湾局　海務担当（海務） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 船舶動静使用料管理運航調整システム運用保守サポート経費の支出 33,182

港湾局　海務担当（海務） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 船舶動静使用料管理運航調整システム運用保守サポート経費の支出 110,124

港湾局　海務担当（海務） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 荷役機械運営費 船舶動静使用料管理運航調整システム運用保守サポート経費の支出 69,842

港湾局　海務担当（海務） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 船舶動静使用料管理運航調整システム運用保守サポート経費の支出 1,362,350
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港湾局　海務担当（海務） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 引船運営費 船舶動静使用料管理運航調整システム運用保守サポート経費の支出 16,808

港湾局　海務担当（埠頭） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 荷役機械運営費 携帯電話使用料の支出について（３月分）埠頭現場連絡用        258

港湾局　海務担当（埠頭） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 携帯電話使用料の支出について（３月分）埠頭現場連絡用        2,293

港湾局　環境整備担当 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 土地造成費 夢洲域内軟弱土改良及び敷き均し等業務委託                    37,905,000

港湾局　環境整備担当 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 土地造成費 夢洲工事関係車両通行に伴う警備業務委託（その3）             657,775

港湾局　環境整備担当 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 土地造成費 夢洲4区の自動通報装置に係る通信費（3月分）                  633

港湾局　環境整備担当 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 土地造成費 夢洲防塵対策散水用水水道料金（３月分）                      997

港湾局　監理調整担当（集客施設） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 なにわの海の時空館機械警備業務委託費の支出について(3月分)   7,770

港湾局　監理調整担当（集客施設） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 大阪南港魚つり園不動産鑑定評価業務                          1,023,750

港湾局　監理調整担当（集客施設） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 なにわの海の時空館寄託品返却に伴う寄託品運搬業務委託その2   369,600

港湾局　監理調整担当（集客施設） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 大阪南港魚つり園にかかる法律相談報酬の支出について          183,750

港湾局　監理調整担当（集客施設） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 出張旅費の支出について(3月分市内出張旅費)                   400

港湾局　監理調整担当（集客施設） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 出張旅費の支出について(3月分市内出張旅費)                   940

港湾局　監理調整担当（集客施設） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 出張旅費の支出について(3月分市内出張旅費)                   400

港湾局　監理調整担当（集客施設） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 出張旅費の支出について(3月分市内出張旅費)                   1,380

港湾局　監理調整担当（集客施設） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 出張旅費の支出について(3月分市内出張旅費)                   460

港湾局　監理調整担当（集客施設） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 出張旅費の支出について(3月分市内出張旅費)                   400

港湾局　経営監理担当（港営会計） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動資産（施設） 流動資産 前払金（港営） 概算金（港営） 平成26年度消費税及び地方消費税中間申告（1月期分）           13,055,800

港湾局　経営監理担当（調達） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 預り金 預り保証金 大港調第253605号　契約保証金還付                            511,770

港湾局　工務担当 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 荷役機械運営費 設計積算システム用　建設物価資料データ買入                  35,467

港湾局　工務担当 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 設計積算システム用　建設物価資料データ買入                  691,837

港湾局　工務担当 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 引船運営費 設計積算システム用　建設物価資料データ買入                  8,536

港湾局　工務担当 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 設計積算システム用　建設物価資料データ買入                  540,621

港湾局　工務担当 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 設計積算システム用　建設物価資料データ買入                  122,444

港湾局　工務担当 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 設計積算システム用　建設物価資料データ買入                  16,851

港湾局　工務担当 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 設計積算システム用　建設物価資料データ買入                  55,924

港湾局　施設管理担当（施設管理） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 有料道路通行料の精算                                        8,900

港湾局　施設管理担当（施設管理） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 有料道路通行料の精算                                        18,516

港湾局　施設管理担当（施設管理） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 有料道路通行料の精算                                        4,125

港湾局　施設管理担当（施設管理） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 有料道路通行料の精算                                        8,813

港湾局　施設管理担当（施設管理） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 有料道路通行料の精算                                        16,621

港湾局　施設管理担当（施設管理） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 携帯電話使用料の支出について（平成２６年３月分）            1,162

港湾局　施設管理担当（施設管理） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 携帯電話使用料の支出について（平成２６年３月分）            1,162

港湾局　施設管理担当（施設管理） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 コスモ７・８号線マンホール電話料金４月分の支出について      7,884

港湾局　設備担当（機械） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 安治川１号上屋外１箇所機械設備補修工事                      54,810,000

港湾局　設備担当（機械） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 引船運営費 直営施工用　米松板ほか２点買入にかかる経費の支出について    122,220

港湾局　設備担当（電気） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 請第3460号　港湾局管内道路照明灯外球替等業務委託(概算契約)  276,750

港湾局　設備担当（電気） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 陽画焼付等（下半期）請負（単価契約）3月分〔電気担当〕       2,205

港湾局　設備担当（電気） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 南港A-1号上屋外自動火災報知設備他改修に係る設計業務(西ｴﾘｱ)  1,457,715

港湾局　総務担当（厚生・人事） 平成26年4月30日 港営事業会計 港湾施設提供事業費用 営業費用（施設） 上屋倉庫運営費 報酬 臨時職員等の報酬・賃金等の支出（平成26年４月分）            315,608

港湾局　総務担当（厚生・人事） 平成26年4月30日 港営事業会計 大阪港埋立事業費用 営業費用（埋立） 一般管理費 報酬 臨時職員等の報酬・賃金等の支出（平成26年４月分）            348,561

港湾局　総務担当（厚生・人事） 平成26年4月30日 港営事業会計 大阪港埋立事業費用 営業費用（埋立） 一般管理費 報酬 臨時職員等の報酬・賃金等の支出（平成26年４月分）            78,944

港湾局　総務担当（厚生・人事） 平成26年4月30日 港営事業会計 大阪港埋立事業費用 営業費用（埋立） 一般管理費 報酬 臨時職員等の報酬・賃金等の支出（平成26年４月分）            10,864

港湾局　総務担当（厚生・人事） 平成26年4月30日 港営事業会計 大阪港埋立事業費用 営業費用（埋立） 一般管理費 報酬 臨時職員等の報酬・賃金等の支出（平成26年４月分）            36,056
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港湾局　総務担当（厚生・人事） 平成26年4月30日 港営事業会計 港湾施設提供事業費用 営業費用（施設） 上屋倉庫運営費 旅費 臨時職員等の報酬・賃金等の支出（平成26年４月分）            56,430

港湾局　総務担当（厚生・人事） 平成26年4月30日 港営事業会計 大阪港埋立事業費用 営業費用（埋立） 一般管理費 旅費 臨時職員等の報酬・賃金等の支出（平成26年４月分）            211,506

港湾局　総務担当（厚生・人事） 平成26年4月30日 港営事業会計 大阪港埋立事業費用 営業費用（埋立） 一般管理費 旅費 臨時職員等の報酬・賃金等の支出（平成26年４月分）            47,903

港湾局　総務担当（厚生・人事） 平成26年4月30日 港営事業会計 大阪港埋立事業費用 営業費用（埋立） 一般管理費 旅費 臨時職員等の報酬・賃金等の支出（平成26年４月分）            6,592

港湾局　総務担当（厚生・人事） 平成26年4月30日 港営事業会計 大阪港埋立事業費用 営業費用（埋立） 一般管理費 旅費 臨時職員等の報酬・賃金等の支出（平成26年４月分）            21,879

港湾局　総務担当（厚生・人事） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 臨時職員等の報酬・賃金等の支出（平成２６年４月分）          43,968

港湾局　総務担当（厚生・人事） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 臨時職員等の報酬・賃金等の支出（平成２６年４月分）          30,626

港湾局　総務担当（厚生・人事） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 臨時職員等の報酬・賃金等の支出（平成２６年４月分）          6,937

港湾局　総務担当（厚生・人事） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 臨時職員等の報酬・賃金等の支出（平成２６年４月分）          955

港湾局　総務担当（厚生・人事） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 臨時職員等の報酬・賃金等の支出（平成２６年４月分）          3,168

港湾局　総務担当（厚生・人事） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 臨時職員等の報酬・賃金等の支出（平成２６年４月分）          133,678

港湾局　総務担当（厚生・人事） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 臨時職員等の報酬・賃金等の支出（平成２６年４月分）          30,276

港湾局　総務担当（厚生・人事） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 臨時職員等の報酬・賃金等の支出（平成２６年４月分）          4,167

港湾局　総務担当（厚生・人事） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 臨時職員等の報酬・賃金等の支出（平成２６年４月分）          13,828

港湾局　総務担当（庶務・法規） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 荷役機械運営費 旧港湾局第２庁舎不要物収集運搬処分業務委託にかかる経費の支出 1,901

港湾局　総務担当（庶務・法規） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 上屋倉庫運営費 旧港湾局第２庁舎不要物収集運搬処分業務委託にかかる経費の支出 19,011

港湾局　総務担当（庶務・法規） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（施設） 流動負債 未払金 引船運営費 旧港湾局第２庁舎不要物収集運搬処分業務委託にかかる経費の支出 10,456

港湾局　総務担当（庶務・法規） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 旧港湾局第２庁舎不要物収集運搬処分業務委託にかかる経費の支出 9,777

港湾局　総務担当（庶務・法規） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 旧港湾局第２庁舎不要物収集運搬処分業務委託にかかる経費の支出 2,214

港湾局　総務担当（庶務・法規） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 旧港湾局第２庁舎不要物収集運搬処分業務委託にかかる経費の支出 305

港湾局　総務担当（庶務・法規） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 旧港湾局第２庁舎不要物収集運搬処分業務委託にかかる経費の支出 1,011

港湾局　総務担当（庶務・法規） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 港湾局庁舎(ATC)にかかる光熱費の支出について(平成26年3月分)  162,435

港湾局　総務担当（庶務・法規） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 港湾局庁舎(ATC)にかかる光熱費の支出について(平成26年3月分)  36,789

港湾局　総務担当（庶務・法規） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 港湾局庁舎(ATC)にかかる光熱費の支出について(平成26年3月分)  5,063

港湾局　総務担当（庶務・法規） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 港湾局庁舎(ATC)にかかる光熱費の支出について(平成26年3月分)  16,803

港湾局　総務担当（庶務・法規） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 港湾局庁舎(ATC)にかかる光熱費の支出について(平成26年3月分)  70,227

港湾局　総務担当（庶務・法規） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 港湾局庁舎(ATC)にかかる光熱費の支出について(平成26年3月分)  15,905

港湾局　総務担当（庶務・法規） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 港湾局庁舎(ATC)にかかる光熱費の支出について(平成26年3月分)  2,189

港湾局　総務担当（庶務・法規） 平成26年4月30日 港営事業会計 流動負債（埋立） 流動負債 未払金 一般管理費 港湾局庁舎(ATC)にかかる光熱費の支出について(平成26年3月分)  7,265
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