
令和３年度 公金支出情報(企業会計）【中央卸売市場】

最 新 公 表 月 ： 令和4年3月分まで

会 計 区 分 ： 企業会計
事 業 名
（ 予算編成過程 ） ： 市場事業費用

節・細節名 支払内容 支払額（円）

給料 給料（4月分） 4,311,200
手当 手当（4月分） 953,555
手当 通勤手当 1,127,480
報酬 非常勤嘱託員（報酬：4月分） 1,027,320
備消耗品費 消費税の実務 13,338
保険料 令和3年度大阪府公用自動車の自動車保険料 18,290
法定福利費 地共済 短期負担金（4月分） 253,194
法定福利費 地共済 介護負担金（4月分） 34,017
法定福利費 地共済 長期（厚生他）負担金（4月分） 731,140
法定福利費 地共済 長期（退職等）負担金（4月分） 41,700
法定福利費 地共済 長期（経過他）負担金（4月分） 556
法定福利費 地共済 事務費（4月分） 200

令和3年4月30日 法定福利費 地方公務員災害補償基金概算負担金 121,513
令和3年4月30日 備消耗品費 備消耗品費（A３用紙） 13,860
令和3年4月30日 負担金補助及び交付金 特別管理産業廃棄物責任者の講習会受講料 13,800
令和3年5月6日 通信運搬費 電話料金 NTT 27,780
令和3年5月6日 使用料及び賃借料 電話交換機、電話機リース料 13,132
令和3年5月6日 使用料及び賃借料 ＮＨＫ受信料 14,205
令和3年5月10日 報酬 非常勤作業員（4月実績） 126,900
令和3年5月10日 旅費 非常勤嘱託員（交通費実績：4月分） 39,635
令和3年5月10日 旅費 非常勤作業員交通費相当分（4月実績） 1,700
令和3年5月10日 印刷製本費 印刷製本費（事故品立会証） 31,900
令和3年5月17日 給料 給料（5月分） 4,311,200
令和3年5月17日 手当 通勤手当 △14,150
令和3年5月17日 手当 手当（5月分） 1,349,321
令和3年5月17日 報酬 非常勤嘱託員（報酬：5月分） 1,027,320
令和3年5月17日 旅費 管内旅費（4月分） 14,561
令和3年5月18日 使用料及び賃借料 駐車場料金 2,000
令和3年5月18日 使用料及び賃借料 駐車場料金 1,200
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令和3年5月18日 使用料及び賃借料 駐車場料金 △540
令和3年5月20日 使用料及び賃借料 駐車場料金 △1,400
令和3年5月24日 使用料及び賃借料 駐車場料金 2,640
令和3年5月24日 使用料及び賃借料 駐車場料金 △2,640
令和3年5月26日 法定福利費 地共済 短期負担金（5月分） 253,194
令和3年5月26日 法定福利費 地共済 介護負担金（5月分） 34,017
令和3年5月26日 法定福利費 地共済 長期（退職等）負担金（5月分） 41,700
令和3年5月26日 法定福利費 地共済 長期（厚生他）負担金（5月分） 731,140
令和3年5月26日 法定福利費 地共済 長期（経過他）負担金（5月分） 556
令和3年5月26日 法定福利費 地共済 事務費（5月分） 200
令和3年5月26日 備消耗品費 備消耗品費（A4用紙） 20,449
令和3年5月27日 使用料及び賃借料 駐車場料金 △900
令和3年5月27日 備消耗品費 備消耗品費（書籍） 69,080
令和3年5月27日 被服費 被服費（夏作業服他） 77,715
令和3年5月27日 使用料及び賃借料 駐車場料金 2,400
令和3年5月28日 使用料及び賃借料 駐車場料金 △300
令和3年5月28日 使用料及び賃借料 駐車場料金 1,200
令和3年5月31日 法定福利費 健康保険料（4月分） 72,419
令和3年5月31日 法定福利費 厚生年金保険料（4月分） 109,617
令和3年5月31日 法定福利費 児童手当拠出金（4月分） 4,312
令和3年5月31日 備消耗品費 複写サービス（4月分） 17,813
令和3年5月31日 通信運搬費 郵便料金（5月分） 5,372
令和3年5月31日 通信運搬費 電話料金 KDDI（4月分） 6,858
令和3年5月31日 通信運搬費 衛星電話 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ（4月分） 4,900
令和3年5月31日 使用料及び賃借料 指導業務関係システム運用端末等の賃貸借 10,800
令和3年5月31日 使用料及び賃借料 会計システムサーバ機器等賃貸借料 93,960
令和3年5月31日 使用料及び賃借料 ハイブリット自動車賃貸借料（4月分） 31,020
令和3年5月31日 使用料及び賃借料 駐車場料金 800
令和3年5月31日 使用料及び賃借料 駐車場料金 △600
令和3年6月3日 使用料及び賃借料 駐車場料金 200
令和3年6月3日 使用料及び賃借料 駐車場料金 △200
令和3年6月4日 保険料 施設所有（管理）者賠償責任保険他 512,530
令和3年6月4日 通信運搬費 電話料金 NTT 29,772
令和3年6月4日 使用料及び賃借料 電話交換機、電話機リース料 13,132
令和3年6月8日 手当 児童手当（6月期分） 280,000
令和3年6月10日 負担金補助及び交付金 令和3年度 エネルギー管理講習会費用 17,100
令和3年6月10日 報酬 非常勤作業員（5月実績） 105,750
令和3年6月10日 報酬 非常勤作業員交通費相当分（5月実績） 1,500
令和3年6月10日 報酬 非常勤嘱託員（交通費実績：5月分） 38,005



令和3年6月15日 備消耗品費 備消耗品費 12,004
令和3年6月15日 被服費 被服費（安全靴） 6,996
令和3年6月17日 燃料費 ガソリン代 4,682
令和3年6月17日 給料 給料（6月分） 4,311,200
令和3年6月17日 手当 手当（6月分） 1,588,209
令和3年6月17日 手当 通勤手当 8,000
令和3年6月17日 報酬 非常勤嘱託員（報酬：6月分） 1,027,320
令和3年6月17日 旅費 管内旅費（5月分） 9,620
令和3年6月25日 法定福利費 地共済 短期負担金（6月分） 253,194
令和3年6月25日 法定福利費 地共済 介護負担金（6月分） 34,017
令和3年6月25日 法定福利費 地共済 長期（厚生他）負担金（6月分） 731,140
令和3年6月25日 法定福利費 地共済 長期（退職等）負担金（6月分） 41,700
令和3年6月25日 法定福利費 地共済 長期（経過他）負担金（6月分） 556
令和3年6月25日 法定福利費 地共済 事務費（6月分） 200
令和3年6月25日 備消耗品費 備消耗品費（WEBカメラ等） 24,052
令和3年6月29日 保険料 公用自転車に係わる賠償損害責任保険 480
令和3年6月30日 法定福利費 労働保険料（事業主負担分） 127,094
令和3年6月30日 法定福利費 社会保険料（5月分） 72,419
令和3年6月30日 法定福利費 厚生年金保険料（5月分） 109,617
令和3年6月30日 法定福利費 児童手当拠出金（5月分） 4,312
令和3年6月30日 備消耗品費 複写サービス（5月分） 14,304
令和3年6月30日 修繕費 保留地北側舗装修繕工事 2,453,000
令和3年6月30日 通信運搬費 郵便料金 3,194
令和3年6月30日 通信運搬費 電話料金 KDDI 4,837
令和3年6月30日 通信運搬費 衛星電話 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ 4,900
令和3年6月30日 使用料及び賃借料 指導業務関係システム運用端末等の賃貸借 10,800
令和3年6月30日 使用料及び賃借料 会計システムサーバ機器等賃貸借料 93,960
令和3年6月30日 使用料及び賃借料 ハイブリット自動車賃貸借料（上期） 31,020
令和3年6月30日 負担金補助及び交付金 令和３年度国有資産等所在市町村交付金 90,426,500
令和3年6月30日 手当 期末・勤勉手当（非常勤職員：6月期分） 1,458,144
令和3年6月30日 手当 期末・勤勉手当（6月期分） 4,124,251
令和3年7月5日 通信運搬費 電話料金 NTT 26,940
令和3年7月5日 使用料及び賃借料 電話交換機、電話機リース料 13,132
令和3年7月9日 報酬 非常勤作業員（6月実績） 119,850
令和3年7月9日 報酬 非常勤作業員交通費相当分（6月実績） 1,600
令和3年7月9日 備消耗品費 定期刊行物（朝日新聞） 12,111
令和3年7月9日 備消耗品費 消費税の実務 8,593
令和3年7月9日 旅費 非常勤嘱託員（交通費実績：6月分） 36,715
令和3年7月12日 通信運搬費 ETC利用 9,640



令和3年7月15日 法定福利費 地共済 短期負担金（6月期末分） 183,129
令和3年7月15日 法定福利費 地共済 介護負担金（6月期末分） 25,433
令和3年7月15日 法定福利費 地共済長期（厚生他）負担金（6月期末分） 529,859
令和3年7月15日 法定福利費 地共済長期（退職等）負担金（6月期末分） 30,220
令和3年7月15日 法定福利費 地共済長期（経過他）負担金（6月期末分） 404
令和3年7月15日 備消耗品費 定期刊行物（産経新聞） 12,111
令和3年7月15日 備消耗品費 備消耗品費（お茶） 4,380
令和3年7月15日 備消耗品費 備消耗品費（白手袋） 1,267
令和3年7月15日 備消耗品費 備消耗品費（変換ケーブル） 7,098
令和3年7月15日 備消耗品費 備消耗品費（液晶テレビ） 82,280
令和3年7月15日 備消耗品費 備消耗品費（事務用品等） 51,466
令和3年7月15日 燃料費 ガソリン代 2,891
令和3年7月15日 負担金補助及び交付金 令和３年度全国中央卸売市場協会会費 130,000
令和3年7月16日 給料 給料（7月分） 4,311,200
令和3年7月16日 手当 手当（7月分） 1,449,160
令和3年7月16日 報酬 非常勤嘱託員（報酬：7月分） 1,027,320
令和3年7月16日 旅費 管内旅費（6月分） 11,593
令和3年7月19日 備消耗品費 備消耗品（郵券） 580
令和3年7月20日 修繕費 冷蔵庫棟No.1-1冷凍機修繕工事 1,430,000
令和3年7月26日 法定福利費 地共済 短期負担金（7月分） 260,301
令和3年7月26日 法定福利費 地共済 介護負担金（7月分） 35,061
令和3年7月26日 法定福利費 地共済 長期（厚生他）負担金（7月分） 752,180
令和3年7月26日 法定福利費 地共済 長期（退職等）負担金（7月分） 42,900
令和3年7月26日 法定福利費 地共済 長期（経過他）負担金（7月分） 572
令和3年7月26日 法定福利費 地共済 事務費（7月分） 200
令和3年7月26日 備消耗品費 備消耗品費（A4用紙） 30,674
令和3年7月27日 備消耗品費 定期刊行物（読売新聞） 13,200
令和3年7月30日 法定福利費 健康保険料（6月分） 153,270
令和3年7月30日 法定福利費 厚生年金保険料（6月分） 242,841
令和3年7月30日 法定福利費 児童手当拠出金（6月分） 9,554
令和3年7月30日 備消耗品費 複写サービス（6月分） 18,463
令和3年7月30日 通信運搬費 郵便料金 3,412
令和3年7月30日 通信運搬費 電話料金 KDDI 4,093
令和3年7月30日 通信運搬費 衛星電話 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ 4,900
令和3年7月30日 使用料及び賃借料 指導業務関係システム運用端末等の賃貸借 10,800
令和3年7月30日 使用料及び賃借料 会計システムサーバ機器等賃貸借料 93,960
令和3年7月30日 使用料及び賃借料 ハイブリット自動車賃貸借料（上期） 31,020
令和3年8月2日 通信運搬費 郵便切手 2,520
令和3年8月3日 手数料 残高証明書の発行 220



令和3年8月5日 報償費 活性化協議会 委員謝礼 8,300
令和3年8月5日 旅費 活性化協議会 委員謝礼（交通費） 740
令和3年8月5日 通信運搬費 電話料金 NTT 26,888
令和3年8月5日 使用料及び賃借料 電話交換機、電話機リース料 13,132
令和3年8月10日 備消耗品費 定期刊行物（毎日新聞・日本経済新聞） 26,811
令和3年8月10日 通信運搬費 ETC利用 9,760
令和3年8月10日 報酬 非常勤作業員（7月実績） 112,800
令和3年8月10日 報酬 非常勤作業員交通費相当分（7月実績） 1,600
令和3年8月10日 旅費 非常勤嘱託員（交通費実績：7月分） 34,875
令和3年8月16日 備消耗品費 備消耗品費（電源タップ等） 6,336
令和3年8月17日 給料 給料（6月分） 4,311,200
令和3年8月17日 手当 手当（6月分） 1,355,334
令和3年8月17日 報酬 非常勤嘱託員（報酬：8月分） 1,027,320
令和3年8月17日 旅費 管内旅費（7月分） 23,595
令和3年8月17日 修繕費 冷凍庫棟揚水ポンプ（工水）No2修繕工事 1,287,000
令和3年8月17日 修繕費 冷蔵庫棟地下１階給水バルブ取替工事 2,275,031
令和3年8月20日 負担金補助及び交付金 低（定）温化設備導入支援補助交付金 1,622,000
令和3年8月20日 負担金補助及び交付金 低（定）温化設備導入支援補助交付金 1,710,000
令和3年8月20日 負担金補助及び交付金 低（定）温化設備導入支援補助交付金 2,000,000
令和3年8月20日 負担金補助及び交付金 低（定）温化設備導入支援補助交付金 1,880,000
令和3年8月26日 法定福利費 地共済 短期負担金（8月分） 260,301
令和3年8月26日 法定福利費 地共済 介護負担金（8月分） 35,061
令和3年8月26日 法定福利費 地共済 長期（厚生他）負担金（8月分） 752,180
令和3年8月26日 法定福利費 地共済 長期（退職等）負担金（8月分） 42,900
令和3年8月26日 法定福利費 地共済 長期（経過他）負担金（8月分） 572
令和3年8月26日 法定福利費 地共済 事務費（8月分） 200
令和3年8月31日 報酬 第3回市場あり方検討委員会委員報酬等 8,300
令和3年8月31日 報酬 第3回市場あり方検討委員会委員報酬等 8,300
令和3年8月31日 報酬 第3回市場あり方検討委員会委員報酬等 8,300
令和3年8月31日 報酬 第3回市場あり方検討委員会委員報酬等 8,300
令和3年8月31日 報酬 第3回市場あり方検討委員会委員報酬等 8,300
令和3年8月31日 報酬 第3回市場あり方検討委員会委員報酬等 8,300
令和3年8月31日 報酬 第3回市場あり方検討委員会委員報酬等 8,300
令和3年8月31日 報酬 第3回市場あり方検討委員会委員報酬 8,300
令和3年8月31日 報酬 第3回市場あり方検討委員会委員報酬 8,300
令和3年8月31日 報酬 第3回市場あり方検討委員会委員報酬 8,300
令和3年8月31日 法定福利費 健康保険料（7月分） 69,179
令和3年8月31日 法定福利費 厚生年金保険料（7月分） 109,617
令和3年8月31日 法定福利費 児童手当拠出金（7月分） 4,312



令和3年8月31日 備消耗品費 複写サービス（7月分） 11,587
令和3年8月31日 旅費 第3回市場あり方検討委員会委員旅費 740
令和3年8月31日 旅費 第3回市場あり方検討委員会委員旅費 1,820
令和3年8月31日 旅費 第3回市場あり方検討委員会委員旅費 31,840
令和3年8月31日 通信運搬費 郵便料金（7月分） 4,798
令和3年8月31日 通信運搬費 電話料金 KDDI（7月分） 4,824
令和3年8月31日 通信運搬費 衛星電話 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ 4,900
令和3年8月31日 使用料及び賃借料 指導業務関係システム運用端末等の賃貸借 10,800
令和3年8月31日 使用料及び賃借料 会計システムサーバ機器等賃貸借料 93,960
令和3年8月31日 使用料及び賃借料 ハイブリット自動車賃貸借料（上期） 31,020
令和3年9月1日 企業債利息 企業債利金償還金（政府債） 765,050
令和3年9月6日 使用料及び賃借料 電話交換機、電話機リース料 13,132
令和3年9月6日 通信運搬費 電話料金 NTT 26,630
令和3年9月7日 通信運搬費 内容証明郵便送付料 1,279
令和3年9月10日 通信運搬費 ETC利用 2,970
令和3年9月10日 報酬 非常勤作業員（8月実績） 119,850
令和3年9月10日 旅費 非常勤作業員交通費相当分（8月実績） 1,500
令和3年9月10日 旅費 非常勤嘱託員（交通費実績：8月分） 35,085
令和3年9月10日 旅費 管内旅費（8月分） 11,722
令和3年9月13日 使用料及び賃借料 タクシー料金 5,040
令和3年9月15日 備消耗品費 備消耗品費（オフィスチェア等） 82,657
令和3年9月15日 備消耗品費 備消耗品費（スピーカーフォン等） 22,959
令和3年9月15日 備消耗品費 第3回あり方検討委員会の開催に係る経費 1,728
令和3年9月17日 企業債手数料及び取扱諸費 企業債利金支払手数料（公募公債） 354
令和3年9月17日 企業債利息 企業債利金償還金（公募公債） 37,840
令和3年9月17日 修繕費 水産仲卸棟東系統冷却塔整備工事 880,000
令和3年9月17日 備消耗品費 備消耗品費（書籍） 10,560
令和3年9月17日 負担金補助及び交付金 低（定）温化設備導入支援補助交付金 2,000,000
令和3年9月17日 負担金補助及び交付金 低（定）温化設備導入支援補助交付金 2,000,000
令和3年9月17日 負担金補助及び交付金 低（定）温化設備導入支援補助交付金 1,599,000
令和3年9月17日 負担金補助及び交付金 低（定）温化設備導入支援補助交付金 1,379,000
令和3年9月17日 報酬 第1回指定管理者選定委員会 報酬 9,800
令和3年9月17日 報酬 第1回指定管理者選定委員会 報酬 9,800
令和3年9月17日 報酬 第1回指定管理者選定委員会 報酬 9,800
令和3年9月17日 報酬 第1回指定管理者選定委員会 報酬 9,800
令和3年9月17日 報酬 第1回指定管理者選定委員会 報酬 9,800
令和3年9月17日 旅費 第1回指定管理者選定委員会 旅費 740
令和3年9月17日 旅費 第1回指定管理者選定委員会 旅費 3,848
令和3年9月17日 旅費 第1回指定管理者選定委員会 旅費 444



令和3年9月17日 旅費 第1回指定管理者選定委員会 旅費 10,500
令和3年9月17日 給料 給料（9月分） 4,311,200
令和3年9月17日 手当 手当（9月分） 1,786,048
令和3年9月17日 報酬 非常勤嘱託員（報酬：9月分） 1,027,320
令和3年9月21日 企業債利息 企業債利金償還金（機構債） 2,693,546
令和3年9月24日 企業債手数料及び取扱諸費 企業債利金支払手数料（公募公債） 849
令和3年9月24日 企業債利息 企業債利金償還金（公募公債） 54,415
令和3年9月24日 備消耗品費 備消耗品費（アルコールシート） 1,042
令和3年9月27日 修繕費 管理棟3階事務所空調機他修繕工事 2,398,000
令和3年9月27日 修繕費 青果仲卸棟有圧換気扇排気ダクト設置工事 2,376,000
令和3年9月27日 法定福利費 地共済 短期負担金（9月分） 266,964
令和3年9月27日 法定福利費 地共済 介護負担金（9月分） 39,933
令和3年9月27日 法定福利費 地共済 長期（厚生他）負担金（9月分） 2,606,705
令和3年9月27日 法定福利費 地共済 長期（退職等）負担金（9月分） 44,025
令和3年9月27日 法定福利費 地共済 長期（経過他）負担金（9月分） 60,635
令和3年9月27日 法定福利費 地共済 事務費（9月分） 59,900
令和3年9月28日 企業債手数料及び取扱諸費 企業債利金支払手数料（公募公債） 16
令和3年9月28日 企業債利息 企業債利金償還金（公募公債） 300
令和3年9月30日 使用料及び賃借料 指導業務関係システム運用端末等の賃貸借 10,800
令和3年9月30日 使用料及び賃借料 会計システムサーバ機器等賃貸借料 93,960
令和3年9月30日 使用料及び賃借料 ハイブリット自動車賃貸借料（下期） 30,690
令和3年9月30日 修繕費 管理棟換気設備他修繕工事 2,167,000
令和3年9月30日 通信運搬費 郵便料金 5,410
令和3年9月30日 通信運搬費 衛星電話 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ 4,900
令和3年9月30日 通信運搬費 電話料金 KDDI（8月分） 6,439
令和3年9月30日 備消耗品費 複写サービス 18,488
令和3年9月30日 負担金補助及び交付金 全国中央卸売市場協会近畿支部会費 10,000
令和3年9月30日 法定福利費 健康保険料（8月分） 69,179
令和3年9月30日 法定福利費 厚生年金保険料（8月分） 109,617
令和3年9月30日 法定福利費 児童手当拠出金（8月分） 4,312
令和3年10月5日 備消耗品費 定期刊行物（毎日新聞・日本経済新聞） 27,600
令和3年10月5日 通信運搬費 電話料金 NTT 26,582
令和3年10月5日 使用料及び賃借料 電話交換機、電話機リース料 13,132
令和3年10月8日 備消耗品費 定期刊行物（産経新聞） 12,837
令和3年10月8日 手当 児童手当（10月期分） 280,000
令和3年10月8日 報酬 非常勤嘱託員（交通費実績：9月分） 35,230
令和3年10月8日 報酬 非常勤作業員（9月実績） 112,800
令和3年10月8日 旅費 非常勤作業員交通費相当分（9月実績） 1,600
令和3年10月11日 通信運搬費 ETC利用 910



令和3年10月18日 備消耗品費 定期刊行物（朝日新聞） 13,200
令和3年10月18日 備消耗品費 備消耗品費（フラットファイル） 2,035
令和3年10月18日 報償費 セリ人試験委員謝礼品 12,210
令和3年10月18日 燃料費 ガソリン代 5,957
令和3年10月18日 修繕費 青果棟他エレベーター保全工事 2,090,000
令和3年10月18日 通信運搬費 送料（フラットファイル） 770
令和3年10月18日 負担金補助及び交付金 令和3年度大阪府中央卸売市場協会補助金 1,740,000
令和3年10月18日 負担金補助及び交付金 令和3年度大阪府中央卸売市場協会補助金 1,500,000
令和3年10月18日 給料 給料（10月分） 4,311,200
令和3年10月18日 手当 手当（10月分） 1,330,411
令和3年10月18日 手当 通勤手当 1,115,730
令和3年10月18日 報酬 非常勤嘱託員（報酬：10月分） 1,027,320
令和3年10月18日 旅費 管内旅費（9月分） 11,925
令和3年10月22日 備消耗品費 地方公営企業実務ハンドブック 11,605
令和3年10月22日 備消耗品費 消費税の実務 10,109
令和3年10月22日 修繕費 管理棟3階事務所空調機他修繕工事 203,500
令和3年10月22日 負担金補助及び交付金 低（定）温化設備導入支援補助交付金 2,000,000
令和3年10月22日 負担金補助及び交付金 低（定）温化設備導入支援補助交付金 1,797,000
令和3年10月26日 法定福利費 地共済 短期負担金（10月分） 266,964
令和3年10月26日 法定福利費 地共済 介護負担金（10月分） 39,933
令和3年10月26日 法定福利費 地共済 長期（厚生他）負担金（10月分） 771,905
令和3年10月26日 法定福利費 地共済 事務費（10月分） 200
令和3年10月26日 法定福利費 地共済 長期（経過他）負担金（10月分） 587
令和3年10月26日 法定福利費 地共済 長期（退職等）負担金（10月分） 44,025
令和3年10月29日 備消耗品費 複写サービス 12,621
令和3年10月29日 備消耗品費 備消耗品費（ホチキス針） 2,530
令和3年10月29日 備消耗品費 備消耗品費（A4用紙） 26,730
令和3年10月29日 修繕費 冷蔵庫棟高架水槽（工水）修繕工事 1,430,000
令和3年10月29日 通信運搬費 郵便料金 10,022
令和3年10月29日 通信運搬費 衛星電話 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ 4,900
令和3年10月29日 使用料及び賃借料 指導業務関係システム運用端末等の賃貸借 10,800
令和3年10月29日 使用料及び賃借料 会計システムサーバ機器等賃貸借料 93,960
令和3年10月29日 使用料及び賃借料 ハイブリット自動車賃貸借料（下期） 30,690
令和3年11月1日 法定福利費 健康保険料（9月分） 69,179
令和3年11月1日 法定福利費 厚生年金保険料（9月分） 109,617
令和3年11月1日 法定福利費 児童手当拠出金（9月分） 4,312
令和3年11月1日 修繕費 水産青果棟エレベーター保全工事 2,125,200
令和3年11月1日 通信運搬費 電話料金 KDDI 5,030
令和3年11月1日 通信運搬費 電話料金 NTT 26,822



令和3年11月1日 使用料及び賃借料 電話交換機、電話機リース料 13,132
令和3年11月10日 手当 期末・勤勉手当（非常勤職員：賃金改定） 982
令和3年11月10日 報酬 非常勤作業員（10月実績） 136,090
令和3年11月10日 旅費 非常勤嘱託員（交通費実績：10月分） 37,940
令和3年11月10日 旅費 非常勤作業員交通費相当分（10月実績） 1,700
令和3年11月15日 備消耗品費 備消耗品費（A3用紙） 12,100
令和3年11月17日 給料 給料（11月分） 4,311,200
令和3年11月17日 手当 手当（11月分） 1,477,306
令和3年11月17日 手当 通勤手当 32,150
令和3年11月17日 報酬 非常勤嘱託員（報酬：11月分） 1,027,320
令和3年11月17日 旅費 管内旅費（10月分） 24,064
令和3年11月17日 報酬 第2回指定管理者選定委員会 報酬 9,800
令和3年11月17日 報酬 第2回指定管理者選定委員会 報酬 9,800
令和3年11月17日 報酬 第2回指定管理者選定委員会 報酬 9,800
令和3年11月17日 報酬 第2回指定管理者選定委員会 報酬 9,800
令和3年11月17日 報酬 第2回指定管理者選定委員会 報酬 9,800
令和3年11月17日 旅費 第2回指定管理者選定委員会 旅費 1,020
令和3年11月17日 旅費 第2回指定管理者選定委員会 旅費 1,960
令和3年11月17日 旅費 第2回指定管理者選定委員会 旅費 320
令和3年11月17日 旅費 第2回指定管理者選定委員会 旅費 920
令和3年11月17日 旅費 第2回指定管理者選定委員会 旅費 9,260
令和3年11月19日 通信運搬費 通信運搬費（郵便切手） 2,520
令和3年11月26日 法定福利費 地共済 短期負担金（11月分） 266,964
令和3年11月26日 法定福利費 地共済 介護負担金（11月分） 39,933
令和3年11月26日 法定福利費 地共済 長期（厚生他）負担金（月分） 771,905
令和3年11月26日 法定福利費 地共済 長期（経過他）負担金（11月分） 587
令和3年11月26日 法定福利費 地共済 事務費（11月分） 200
令和3年11月26日 法定福利費 地共済 長期（退職等）負担金（11月分） 44,025
令和3年11月30日 法定福利費 健康保険料（10月分） 67,559
令和3年11月30日 法定福利費 厚生年金保険料（10月分） 109,617
令和3年11月30日 法定福利費 児童手当拠出金（10月分） 4,312
令和3年11月30日 備消耗品費 複写サービス（10月分） 14,837
令和3年11月30日 修繕費 管理棟1階換気設備分解整備工事 261,800
令和3年11月30日 保険料 令和３年度建物共済基金負担金 140,840
令和3年11月30日 通信運搬費 郵便料金（10月分） 11,580
令和3年11月30日 通信運搬費 衛星電話 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ 4,900
令和3年11月30日 通信運搬費 電話料金 KDDI 4,657
令和3年11月30日 委託料 市場内卸・仲卸業者財務検査補助委託業務 229,548
令和3年11月30日 使用料及び賃借料 会計システムサーバ機器等賃貸借料 93,960



令和3年11月30日 使用料及び賃借料 ハイブリット自動車賃貸借料（下期） 30,690
令和3年11月30日 使用料及び賃借料 指導業務関係システム運用端末等の賃貸借 10,800
令和3年11月30日 負担金補助及び交付金 令和3年度専用線公租公課相当額 224,366
令和3年12月6日 通信運搬費 電話料金 NTT 27,710
令和3年12月6日 使用料及び賃借料 電話交換機、電話機リース料 13,132
令和3年12月6日 手当 過誤払金の戻入（非常勤作業員手当） △795
令和3年12月10日 報酬 市場運営取引業務協議会 委員報酬 8,300
令和3年12月10日 報酬 市場運営取引業務協議会 委員報酬 8,300
令和3年12月10日 報酬 市場運営取引業務協議会 委員報酬 8,300
令和3年12月10日 報酬 市場運営取引業務協議会 委員報酬 8,300
令和3年12月10日 通信運搬費 ETC利用 3,890
令和3年12月10日 手当 期末・勤勉手当（12月期分） 11,523,407
令和3年12月10日 手当 期末・勤勉手当（非常勤職員：12月期分） 1,290,159
令和3年12月10日 報酬 非常勤作業員（11月実績） 115,560
令和3年12月10日 旅費 非常勤嘱託員（交通費実績：11月分） 36,005
令和3年12月10日 旅費 管外旅費（豊洲市場、大田市場） 42,729
令和3年12月10日 旅費 管外旅費（豊洲市場、大田市場） 38,770
令和3年12月10日 旅費 管外旅費（豊洲市場、大田市場） 39,040
令和3年12月10日 旅費 管外旅費（豊洲市場、大田市場） 38,310
令和3年12月10日 旅費 非常勤作業員交通費相当分（11月実績） 1,800
令和3年12月15日 報酬 市場運営取引業務協議会 委員報酬 8,300
令和3年12月15日 報酬 市場運営取引業務協議会 委員報酬 8,300
令和3年12月15日 報酬 市場運営取引業務協議会 委員報酬 8,300
令和3年12月15日 法定福利費 地共済 短期負担金（12月期末分） 511,585
令和3年12月15日 法定福利費 地共済 介護負担金（12月期末分） 78,395
令和3年12月15日 法定福利費 地共済長期(厚生他)負担金(12月期末) 1,495,421
令和3年12月15日 法定福利費 地共済長期（退職等）負担金（12月期末） 85,290
令和3年12月15日 法定福利費 地共済長期（経過他）負担金（12月期末） 1,138
令和3年12月15日 備消耗品費 備消耗品費（輪ゴム掛け等） 17,853
令和3年12月15日 印刷製本費 令和3年度市場概要 71,148
令和3年12月15日 修繕費 管理棟揚水ポンプ（工水）改修工事 2,420,000
令和3年12月17日 委託料 市場内卸・仲卸業者財務検査補助委託業務 229,548
令和3年12月17日 給料 給料（12月分） 4,311,200
令和3年12月17日 手当 手当（12月分） 1,197,210
令和3年12月17日 報酬 非常勤嘱託員（報酬：12月分） 1,027,320
令和3年12月17日 旅費 管内旅費（11月分） 22,560
令和3年12月23日 手当 過誤払い金の戻入（非常勤作業員手当） △187
令和3年12月24日 報酬 運営取引業務協議会 委員報酬 8,300
令和3年12月24日 報酬 運営取引業務協議会 委員報酬 8,300



令和3年12月24日 報酬 運営取引業務協議会 委員報酬 8,300
令和3年12月24日 報酬 運営取引業務協議会 委員報酬 8,300
令和3年12月24日 報酬 運営取引業務協議会 委員報酬 8,300
令和3年12月24日 報酬 運営取引業務協議会 委員報酬 8,300
令和3年12月24日 報酬 運営取引業務協議会 委員報酬 8,300
令和3年12月24日 報酬 運営取引業務協議会 委員報酬 8,300
令和3年12月24日 報酬 運営取引業務協議会 委員報酬 8,300
令和3年12月24日 報酬 運営取引業務協議会 委員報酬 8,300
令和3年12月24日 報酬 運営取引業務協議会 委員報酬 8,300
令和3年12月24日 法定福利費 地共済 短期負担金（12月分） 266,964
令和3年12月24日 法定福利費 地共済 介護負担金（12月分） 39,933
令和3年12月24日 法定福利費 地共済 長期（厚生他）負担金（12月分） 771,905
令和3年12月24日 法定福利費 地共済 長期（退職等）負担金（12月分） 44,025
令和3年12月24日 法定福利費 地共済 事務費（12月分） 200
令和3年12月24日 法定福利費 地共済 長期（経過他）負担金（12月分） 587
令和3年12月24日 旅費 運営取引業務協議会 委員旅費 680
令和3年12月24日 旅費 運営取引業務協議会 委員旅費 820
令和3年12月24日 旅費 運営取引業務協議会 委員旅費 560
令和3年12月24日 旅費 運営取引業務協議会 委員旅費 460
令和3年12月24日 旅費 運営取引業務協議会 委員旅費 780
令和3年12月24日 旅費 運営取引業務協議会 委員旅費 920
令和3年12月24日 旅費 運営取引業務協議会 委員旅費 880
令和3年12月24日 旅費 運営取引業務協議会 委員旅費 1,960
令和3年12月24日 旅費 運営取引業務協議会 委員旅費 560
令和3年12月24日 旅費 運営取引業務協議会 委員旅費 660
令和3年12月24日 旅費 運営取引業務協議会 委員旅費 940
令和3年12月28日 備消耗品費 複写サービス（11月分） 10,580
令和3年12月28日 通信運搬費 郵便料金（11月分） 7,970
令和3年12月28日 通信運搬費 電話料金 KDDI（11月分） 4,209
令和3年12月28日 使用料及び賃借料 会計システムサーバ機器等賃貸借料 93,960
令和3年12月28日 使用料及び賃借料 指導業務関係システム運用端末等の賃貸借 10,800
令和3年12月28日 使用料及び賃借料 ハイブリット自動車賃貸借料（下期） 30,690
令和3年12月28日 旅費 管外旅費（豊洲市場） 38,920
令和3年12月30日 法定福利費 健康保険料（11月分） 67,559
令和3年12月30日 法定福利費 厚生年金保険料（11月分） 109,617
令和3年12月30日 法定福利費 児童手当拠出金（11月分） 4,312
令和3年12月30日 通信運搬費 衛星電話 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ 4,900
令和4年1月5日 備消耗品費 運営取引業務協議会 経費（飲物代） 7,425
令和4年1月5日 通信運搬費 電話料金 NTT 27,526



令和4年1月5日 委託料 市場内卸・仲卸業者財務検査補助委託業務 114,774
令和4年1月5日 使用料及び賃借料 電話交換機、電話機リース料 13,132
令和4年1月5日 使用料及び賃借料 運営取引業務協議会 経費（室料他） 124,882
令和4年1月7日 報酬 非常勤作業員（12月実績） 115,040
令和4年1月7日 旅費 非常勤作業員交通費相当分（12月実績） 1,600
令和4年1月7日 旅費 非常勤嘱託員（交通費実績：12月分） 38,215
令和4年1月7日 修繕費 冷蔵庫棟外壁修繕工事 1,188,000
令和4年1月11日 備消耗品費 定期刊行物（産経新聞） 13,200
令和4年1月11日 備消耗品費 定期刊行物（朝日新聞） 13,200
令和4年1月17日 給料 給料（1月分） 4,366,700
令和4年1月17日 手当 手当（1月分） 1,383,423
令和4年1月17日 報酬 非常勤嘱託員（報酬：1月分） 1,027,320
令和4年1月17日 備消耗品費 定期刊行物（読売新聞） 26,400
令和4年1月17日 旅費 管内旅費（12月分） 16,894
令和4年1月20日 修繕費 管理棟2階空調機械室換気設備改修工事 2,145,000
令和4年1月26日 法定福利費 地共済 短期負担金（1月分） 266,964
令和4年1月26日 法定福利費 地共済 介護負担金（1月分） 39,933
令和4年1月26日 法定福利費 地共済 長期（厚生他）負担金（1月分） 71,905
令和4年1月26日 法定福利費 地共済 長期（退職等）負担金（1月分） 44,025
令和4年1月26日 法定福利費 地共済 長期（経過他）負担金（1月分） 587
令和4年1月26日 法定福利費 地共済 事務費（1月分） 200
令和4年1月26日 備消耗品費 消費税の実務 8,036
令和4年1月26日 修繕費 冷蔵庫棟高架水槽（工水）FRP補修工事 1,056,000
令和4年1月26日 修繕費 管理棟3階LAN配線工事 115,500
令和4年1月28日 旅費 管外旅費（桑名ロジスティクスセンター） 8,380
令和4年1月28日 旅費 管外旅費（桑名ロジスティクスセンター） 7,920
令和4年1月28日 旅費 管外旅費（桑名ロジスティクスセンター） 7,600
令和4年1月28日 旅費 管外旅費（桑名ロジスティクスセンター） 8,600
令和4年1月28日 旅費 管外旅費（桑名ロジスティクスセンター） 8,600
令和4年1月28日 燃料費 ガソリン代 5,709
令和4年1月31日 手当 職員手当等の戻入 △40,838
令和4年1月31日 法定福利費 健康保険料（12月分） 140,116
令和4年1月31日 法定福利費 厚生年金保険料（12月分） 227,286
令和4年1月31日 法定福利費 児童手当拠出金（12月分） 8,942
令和4年1月31日 備消耗品費 複写サービス 13,976
令和4年1月31日 通信運搬費 郵便料金 22,025
令和4年1月31日 通信運搬費 衛星電話 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ 4,900
令和4年1月31日 通信運搬費 電話料金 KDDI 4,067
令和4年1月31日 使用料及び賃借料 タクシー料金 10,700



令和4年1月31日 使用料及び賃借料 会計システムサーバ機器等賃貸借料 93,960
令和4年1月31日 使用料及び賃借料 指導業務関係システム運用端末等の賃貸借 10,800
令和4年1月31日 使用料及び賃借料 ハイブリット自動車賃貸借料（下期） 30,690
令和4年2月4日 旅費 職員旅費の戻入 △5,040
令和4年2月7日 備消耗品費 定期刊行物（毎日新聞・日本経済新聞） 27,600
令和4年2月7日 修繕費 管理棟当直室他改修工事 2,486,000
令和4年2月7日 通信運搬費 電話料金 NTT 25,231
令和4年2月7日 使用料及び賃借料 電話交換機、電話機リース料 13,132
令和4年2月8日 手当 児童手当（12月期分） 280,000
令和4年2月10日 報酬 非常勤作業員（1月実績） 115,040
令和4年2月10日 旅費 非常勤作業員交通費相当分（1月実績） 1,500
令和4年2月10日 旅費 非常勤嘱託員（交通費実績：1月分） 31,970
令和4年2月10日 通信運搬費 ETC利用 2,300
令和4年2月17日 給料 給料（2月分） 4,366,700
令和4年2月17日 手当 手当（2月分） 1,543,040
令和4年2月17日 報酬 非常勤嘱託員（報酬：2月分） 1,027,320
令和4年2月17日 旅費 管内旅費（1月分） 11,331
令和4年2月24日 法定福利費 地共済 短期負担金（2月分） 266,964
令和4年2月24日 法定福利費 地共済 介護負担金（2月分） 39,933
令和4年2月24日 法定福利費 地共済 長期（厚生他）負担金（2月分） 771,905
令和4年2月24日 法定福利費 地共済 長期（退職等）負担金（2月分） 44,025
令和4年2月24日 法定福利費 地共済 長期（経過他）負担金（2月分） 587
令和4年2月24日 法定福利費 地共済 事務費（2月分） 200
令和4年2月24日 備消耗品費 定期刊行物（季刊 建築コスト情報） 16,580
令和4年2月25日 備消耗品費 備消耗品費（事務用品等） 12,737
令和4年2月25日 備消耗品費 備消耗品費（アルコール製剤、お茶） 15,830
令和4年2月25日 委託料 市場内卸・仲卸業者財務検査補助委託業務 267,806
令和4年2月28日 法定福利費 健康保険料（2月分） 67,559
令和4年2月28日 法定福利費 厚生年金保険料（2月分） 109,617
令和4年2月28日 法定福利費 児童手当拠出金（2月分） 4,312
令和4年2月28日 備消耗品費 複写サービス 13,434
令和4年2月28日 備消耗品費 備消耗品費（A4用紙） 35,640
令和4年2月28日 通信運搬費 郵便料金 7,837
令和4年2月28日 通信運搬費 電話料金 KDDI 4,632
令和4年2月28日 通信運搬費 衛星電話 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ 4,900
令和4年2月28日 使用料及び賃借料 タクシー料金 7,200
令和4年2月28日 使用料及び賃借料 会計システムサーバ機器等賃貸借料 93,960
令和4年2月28日 使用料及び賃借料 指導業務関係システム運用端末等の賃貸借 10,800
令和4年2月28日 使用料及び賃借料 ハイブリット自動車賃貸借料（下期） 30,690



令和4年3月1日 報酬 再整備業務に係る公募プロポ委員報酬 9,800
令和4年3月1日 報酬 再整備業務に係る公募プロポ委員報酬 9,800
令和4年3月1日 報酬 再整備業務に係る公募プロポ委員報酬 9,800
令和4年3月1日 旅費 再整備業務に係る公募プロポ委員旅費 740
令和4年3月1日 旅費 再整備業務に係る公募プロポ委員旅費 800
令和4年3月1日 旅費 再整備業務に係る公募プロポ委員旅費 580
令和4年3月1日 企業債利息 企業債利金償還金（政府債） 696,678
令和4年3月7日 備消耗品費 備消耗品費（フラットファイル） 22,825
令和4年3月7日 通信運搬費 電話料金 NTT 28,084
令和4年3月7日 通信運搬費 備消耗品費（フラットファイル） 3,080
令和4年3月7日 使用料及び賃借料 電話交換機、電話機リース料 13,132
令和4年3月10日 備消耗品費 取扱実績集計システムバックアップ用端末 99,990
令和4年3月10日 備消耗品費 備消耗品費（ソフトウェア等） 99,990
令和4年3月10日 使用料及び賃借料 市場指定管理者評価委員会経費 21,750
令和4年3月10日 報酬 非常勤作業員（1月実績） 107,850
令和4年3月10日 旅費 非常勤嘱託員（交通費実績：2月分） 32,825
令和4年3月10日 旅費 非常勤作業員交通費相当分（1月実績） 1,300
令和4年3月15日 備消耗品費 備消耗品費（事務用品等） 39,158
令和4年3月15日 備消耗品費 備消耗品費（ＬＡＮケーブル） 30,090
令和4年3月15日 備消耗品費 地方公営企業実務ハンドブック 5,280
令和4年3月17日 備消耗品費 消費税の実務 13,344
令和4年3月17日 備消耗品費 定期刊行物（建設物価） 15,540
令和4年3月17日 修繕費 高架下No1,5機械室他制御機器更新工事 1,397,000
令和4年3月17日 修繕費 守衛室（正門）幹線改修工事 2,420,000
令和4年3月17日 修繕費 水産棟電気室他電力量計取替工事 2,431,000
令和4年3月17日 修繕費 青果棟電気室他電力量計取替工事 2,475,000
令和4年3月17日 修繕費 管理棟ブラインド改修工事 485,100
令和4年3月17日 修繕費 水産魚片自動スクリーン修繕工事 2,398,000
令和4年3月17日 修繕費 大気汚染自動監視機器（SPM）保全工事 2,453,000
令和4年3月17日 企業債利息 企業債利金償還金（公募公債） 37,840
令和4年3月17日 企業債手数料及び取扱諸費 企業債利金支払手数料（公募公債） 354
令和4年3月17日 給料 給料（3月分） 4,366,700
令和4年3月17日 手当 手当（3月分） 1,265,472
令和4年3月17日 手当 通勤手当（3月分） 540
令和4年3月17日 報酬 非常勤嘱託員（報酬：3月分） 1,027,320
令和4年3月17日 旅費 管内旅費（2月分） 6,725
令和4年3月22日 企業債利息 企業債利金償還金（機構債） 2,601,128
令和4年3月24日 法定福利費 地共済 短期負担金（3月分） 266,964
令和4年3月24日 法定福利費 地共済 介護負担金（3月分） 39,933



令和4年3月24日 法定福利費 地共済 長期（厚生他）負担金（3月分） 771,905
令和4年3月24日 法定福利費 地共済 長期（退職等）負担金（3月分） 44,025
令和4年3月24日 法定福利費 地共済 長期（経過他）負担金（3月分） 587
令和4年3月24日 法定福利費 地共済 事務費（3月分） 200
令和4年3月24日 企業債利息 企業債利金償還金（公募公債） 54,415
令和4年3月24日 企業債手数料及び取扱諸費 企業債利金支払手数料（公募公債） 849
令和4年3月25日 委託料 市場内卸・仲卸業者財務検査補助委託業務 459,096
令和4年3月28日 修繕費 管理棟1階中央監視室空調機改修工事 2,453,000
令和4年3月28日 企業債利息 企業債利金償還金（公募公債） 300
令和4年3月28日 企業債手数料及び取扱諸費 企業債利金支払手数料（公募公債） 16
令和4年3月31日 報酬 再整備業務に係る公募プロポ委員報酬 9,800
令和4年3月31日 報酬 再整備業務に係る公募プロポ委員報酬 9,800
令和4年3月31日 法定福利費 健康保険料（2月分） 67,559
令和4年3月31日 法定福利費 厚生年金保険料（2月分） 109,617
令和4年3月31日 法定福利費 児童手当拠出金（2月分） 4,312
令和4年3月31日 法定福利費 健康保険料（3月分） 66,613
令和4年3月31日 法定福利費 厚生年金保険料（3月分） 109,617
令和4年3月31日 法定福利費 児童手当拠出金（3月分） 4,312
令和4年3月31日 備消耗品費 複写サービス 13,352
令和4年3月31日 備消耗品費 定期刊行物（食品市場新聞） 48,000
令和4年3月31日 備消耗品費 定期刊行物（産経新聞） 13,200
令和4年3月31日 備消耗品費 定期刊行物（朝日新聞） 13,200
令和4年3月31日 備消耗品費 複写サービス 17,420
令和4年3月31日 備消耗品費 定期刊行物（毎日新聞・日本経済新聞） 27,600
令和4年3月31日 備消耗品費 定期刊行物（読売新聞） 13,200
令和4年3月31日 旅費 再整備業務に係る公募プロポ委員旅費 740
令和4年3月31日 旅費 再整備業務に係る公募プロポ委員旅費 580
令和4年3月31日 被服費 被服費（作業服） 48,510
令和4年3月31日 被服費 被服費（安全靴） 11,781
令和4年3月31日 印刷製本費 印刷製本費（名刺） 3,872
令和4年3月31日 修繕費 青果大通り西出入鳥除けネット設置工事 880,000
令和4年3月31日 修繕費 水産青果仲卸棟屋上点検はしご改修工事 2,167,000
令和4年3月31日 修繕費 管理棟他エレベーター保全工事 2,148,300
令和4年3月31日 修繕費 近郷売場荷捌きテント照明器具設置工事 2,365,000
令和4年3月31日 修繕費 管理棟排煙設備外修繕工事 792,000
令和4年3月31日 通信運搬費 郵便料金 7,189
令和4年3月31日 通信運搬費 電話料金 KDDI 2,603
令和4年3月31日 通信運搬費 衛星電話 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ 4,900
令和4年3月31日 通信運搬費 電話料金 NTT 25,238



令和4年3月31日 通信運搬費 郵便料金 7,246
令和4年3月31日 通信運搬費 衛星電話 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ 4,900
令和4年3月31日 通信運搬費 電話料金 KDDI 5,474
令和4年3月31日 通信運搬費 ETC利用 2,000
令和4年3月31日 委託料 行政文書等の溶解処分 36,080
令和4年3月31日 委託料 予算管理システム運用保守委託料 264,000
令和4年3月31日 委託料 取扱実績集計システム等再構築業務 11,877,250
令和4年3月31日 委託料 財務会計システム運用保守委託料 396,000
令和4年3月31日 使用料及び賃借料 タクシー料金 30,000
令和4年3月31日 使用料及び賃借料 ハイブリット自動車賃貸借料（下期） 30,690
令和4年3月31日 使用料及び賃借料 会計システムサーバ機器等賃貸借料 93,960
令和4年3月31日 使用料及び賃借料 指導業務関係システム運用端末等の賃貸借 10,800
令和4年3月31日 使用料及び賃借料 電話交換機、電話機リース料 13,132
令和4年3月31日 使用料及び賃借料 指導業務関係システム運用端末等の賃貸借 10,800
令和4年3月31日 使用料及び賃借料 取扱実績集計システム用PC機器等賃貸借 22,440
令和4年3月31日 使用料及び賃借料 ハイブリット自動車賃貸借料（下期） 30,690
令和4年3月31日 使用料及び賃借料 会計システムサーバ機器等賃貸借料 93,960
令和4年3月31日 使用料及び賃借料 タクシー料金 5,880
令和4年3月31日 負担金補助及び交付金 職員端末機 サポート利用負担金 156,943
令和4年3月31日 負担金補助及び交付金 職員端末機 賃貸借負担金 692,796
令和4年3月31日 負担金補助及び交付金 行政文書管理システム 運営負担金 219,907
令和4年3月31日 負担金補助及び交付金 新型コロナの影響に伴う利用料金の減免分の補填 16,951,824
令和4年3月31日 負担金補助及び交付金 一般定期健康診断負担金 83,710
令和4年3月31日 企業債手数料及び取扱諸費 第478回大阪府公募公債に係る手数料 8,656
令和4年3月31日 企業債手数料及び取扱諸費 第478回大阪府公募公債に係る手数料 181,720
令和4年3月31日 手当 手当（3月分） 682,710
令和4年3月31日 報酬 非常勤作業員（3月実績） 129,420
令和4年3月31日 退職給付費 退職手当 52,435,000
令和4年3月31日 旅費 非常勤嘱託員（交通費実績：3月分） 36,890
令和4年3月31日 旅費 非常勤作業員交通費相当分（3月実績） 1,700
令和4年3月31日 旅費 管内旅費（3月分） 37,704


