
平成30年度　公金支出情報(企業会計）【住宅まちづくり部　タウン推進局】

最 新 公 表 月 ： 平成31年3月分まで

会 計 区 分 ： 企業会計
事 業 名
（ 予算編成過程 ） ： まちづくり促進事業費用

節・細節名 支払内容 支払額（円）

未払金 執務室電話・ＦＡＸ使用経費２月分 ¥2,711
未払金 職員端末機（Ｈ２６年調達分）賃借負担金 ¥123,336
未払金 職員端末機サポートセンター負担金 ¥12,117
未払金 照明器具修繕業務 ¥3,928
未払金 定期刊行物（新聞）経費 ¥2,007
未払金 定期刊行物（新聞） ¥906
未払金 定期刊行物（新聞）経費 ¥1,968
未払金 ＩＳＤＮ回線月額経費（３月分） ¥3,890
未払金 定期刊行物（新聞）経費 ¥906
給料 ４月分給料 ¥1,078,100
手当等 ４月分手当等 ¥818,296
未払金 管内旅費３月分 ¥4,420
未払金 行政文書管理システム運営負担金 ¥16,728
未払金 財務会計システムに係るソフトウェアの保守 ¥432,000
未払金 財務会計システム機器賃借料（３月分） ¥94,716
未払金 公金支払いサービス利用手数料（３月分） ¥2,700
未払金 住宅用定期借地貸付料の収納金取扱手数料 ¥622
未払金 住宅用定期借地貸付料の収納金取扱手数料 ¥276
未払金 管内旅費３月分 ¥1,320
未払金 ３月分時間外勤務手当 ¥50,609
未払金 住宅用定期借地貸付料の収納金取扱手数料 ¥1,114
未払金 住宅用定期借地貸付料の収納金取扱手数料 ¥518
法定福利費 ４月分法定福利費 ¥265,525
賃借料 咲洲庁舎執務室賃借料（４．５月分） ¥5,500
負担金、補助金及び交付金 咲洲庁舎執務室共益費（４．５月分） ¥15,386
未払金 咲洲タウン推進局分室電気代（２月分） ¥78
未払金 まち会計の会計処理等に係る助言・指導業務 ¥729,000
未払金 電子複写サービス契約にかかる経費（３月分） ¥1,157
未払金 シュレッダーの賃貸借経費 ¥1,352

支払日

平成30年4月2日
平成30年4月9日
平成30年4月9日
平成30年4月9日
平成30年4月16日
平成30年4月16日
平成30年4月16日
平成30年4月16日
平成30年4月16日
平成30年4月17日
平成30年4月17日
平成30年4月17日

平成30年4月17日
平成30年4月17日
平成30年4月17日
平成30年4月17日
平成30年4月17日

平成30年4月17日
平成30年4月17日
平成30年4月17日
平成30年4月17日
平成30年4月17日

平成30年4月24日
平成30年4月24日
平成30年4月24日
平成30年4月24日
平成30年4月24日
平成30年4月24日
平成30年4月24日

http://www.pref.osaka.lg.jp/yosan/bizlist/index.php?year=2018&acc=2&form=01&proc=


平成30年度　公金支出情報(企業会計）【住宅まちづくり部　タウン推進局】

最 新 公 表 月 ： 平成31年3月分まで

会 計 区 分 ： 企業会計
事 業 名
（ 予算編成過程 ） ： まちづくり促進事業費用

節・細節名 支払内容 支払額（円）支払日

備消耗品費 コピー用紙（Ａ４）他１８件の購入 ¥5,554
賃借料 有線テレビジョン放送施設による同時再送信 ¥1,023
未払金 執務室賃料（３月分） ¥74,581
未払金 執務室共益費（３月分） ¥37,671
未払金 執務室電話・ＦＡＸ使用経費（３月分） ¥3,027
法定福利費 ５月分法定福利費 ¥23,977
通信運搬費 ＩＳＤＮ回線月額経費（４月分） ¥3,890
未払金 咲洲連絡室ダイヤルイン電話使用料 ¥3,609
給料 ５月分給料 ¥1,078,100
手当等 ５月分手当等 ¥309,747
旅費 管内旅費４月分 ¥1,094
旅費 管内旅費４月分 ¥3,160
旅費 管内旅費４月分 ¥2,320
賃借料 財務会計システム機器賃借料４月分 ¥94,716
手数料 公金支払サービス利用手数料４月分 ¥2,700
法定福利費 ５月分法定福利費 ¥265,525
印刷製本費 電子複写サービス契約にかかる経費（４月分） ¥1,597
賃借料 咲洲庁舎執務室賃借料（６月分） ¥2,750
負担金、補助金及び交付金 咲洲庁舎執務室共益費（６月分） ¥7,693
未払金 執務室の清掃委託負担金（平成２９年度分） ¥63,231
未払金 執務室の光熱水費負担金（平成２９年度分） ¥77,390
未払金 執務室のＥＳＣＯ負担金（平成２９年度分） ¥71,341
未払金 咲洲タウン推進局分室電気代（３月分） ¥93
賃借料 タウン推進局執務室の賃料（３０年４月） ¥78,559
通信運搬費 執務室電話・ＦＡⅩ使用経費４月分 ¥2,868
負担金、補助金及び交付金 タウン推進局執務室の共益費（３０年４月） ¥39,680
手当等 ６月分手当等 ¥20,000
賃借料 財務会計システム機器賃借料５月分 ¥94,716
通信運搬費 ＩＳＤＮ回線月額経費（５月分） ¥3,879

平成30年4月27日
平成30年4月27日
平成30年4月27日

平成30年4月27日
平成30年4月27日

平成30年5月17日
平成30年5月17日
平成30年5月17日
平成30年5月17日
平成30年5月17日

平成30年5月7日
平成30年5月15日
平成30年5月15日
平成30年5月17日
平成30年5月17日

平成30年5月31日

平成30年5月24日
平成30年5月24日
平成30年5月24日
平成30年5月31日
平成30年5月31日

平成30年5月24日
平成30年5月24日
平成30年5月24日
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平成30年6月8日
平成30年6月14日
平成30年6月14日
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平成30年度　公金支出情報(企業会計）【住宅まちづくり部　タウン推進局】

最 新 公 表 月 ： 平成31年3月分まで

会 計 区 分 ： 企業会計
事 業 名
（ 予算編成過程 ） ： まちづくり促進事業費用

節・細節名 支払内容 支払額（円）支払日

給料 ６月分給料 ¥1,078,100
手当等 ６月分手当等 ¥341,316
旅費 管内旅費５月分 ¥942
旅費 管内旅費５月分 ¥420
旅費 管内旅費５月分 ¥1,000
印刷製本費 電子複写サービス契約にかかる経費（５月分 ¥1,131
手数料 公金支払サービス利用手数料５月分 ¥2,700
報酬 ６月分報酬 ¥29,400
法定福利費 ６月分法定福利費 ¥265,525
備消耗品費 法規集追録経費 ¥767
旅費 まちづくり促進事業財産評価審査会費用弁償 ¥1,220
旅費 まちづくり促進事業財産評価審査会費用弁償 ¥900
旅費 まちづくり促進事業財産評価審査会費用弁償 ¥2,320
賃借料 咲洲庁舎執務室賃借料（７月分） ¥2,750
賃借料 ＮＨＫ受信料 ¥1,105
手数料 ＴＳマーク付帯保険加入（公用自転車２台） ¥158
負担金、補助金及び交付金 咲洲庁舎執務室電気代（４月分） ¥74
負担金、補助金及び交付金 咲洲庁舎執務室共益費（７月分） ¥7,693
支払利息 第１３５回大阪府公募公債利金 ¥45,949
未払費用 第１３５回大阪府公募公債利金（未払費用計上分） ¥48,806
企業債手数料及び取扱費 第１３５回大阪府公募公債手数料 ¥153,503
手当等 ６月分手当等 ¥1,075,632
賃借料 タウン推進局執務室の賃料（３０年５月） ¥77,664
通信運搬費 執務室電話・ＦＡⅩ使用経費５月分 ¥2,761
負担金、補助金及び交付金 タウン推進局執務室の共益費（３０年５月） ¥39,228
負担金、補助金及び交付金 平成３０年度市町村交付金（貝塚市） ¥53,584,300
負担金、補助金及び交付金 平成３０年度市町村交付金（泉佐野市） ¥319,415,900
負担金、補助金及び交付金 平成３０年度市町村交付金（泉南市） ¥102,542,500
負担金、補助金及び交付金 平成３０年度市町村交付金（阪南市） ¥14,721,900

平成30年6月18日
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平成30年6月18日
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平成30年度　公金支出情報(企業会計）【住宅まちづくり部　タウン推進局】

最 新 公 表 月 ： 平成31年3月分まで

会 計 区 分 ： 企業会計
事 業 名
（ 予算編成過程 ） ： まちづくり促進事業費用

節・細節名 支払内容 支払額（円）支払日

備消耗品費 まち財評審におけるお茶の提供 ¥387
修繕費 公用自転車のパンク修理 ¥63
備消耗品費 定期刊行物（新聞）第１四半期 ¥954
備消耗品費 定期刊行物（新聞）第１四半期 ¥2,115
備消耗品費 定期刊行物（新聞）第１四半期 ¥954
備消耗品費 定期刊行物（新聞）第１四半期 ¥2,070
給料 ７月分給料 ¥1,078,100
手当等 ７月分手当等 ¥320,612
法定福利費 ７月分法定福利費 ¥198,419
旅費 管内旅費６月分 ¥410
旅費 管内旅費６月分 ¥7,710
旅費 管内旅費６月分 ¥2,373
印刷製本費 電子複写サービス契約にかかる経費６月分 ¥1,592
賃借料 財務会計システム機器賃借料６月分 ¥94,716
通信運搬費 ＩＳＤＮ回線月額経費（６月分） ¥3,857
手数料 公金支払サービス利用手数料６月分 ¥2,700
法定福利費 ７月分法定福利費 ¥265,525
賃借料 咲洲庁舎執務室賃借料（８月分） ¥2,750
負担金、補助金及び交付金 咲洲庁舎執務室共益費（８月分） ¥7,693
負担金、補助金及び交付金 咲洲庁舎執務室電気代（５月分） ¥88
支払利息 第１１４回大阪府公募公債利金 ¥3,082,521
未払費用 第１１４回大阪府公募公債利金（未払費用計上分） ¥1,547,604
企業債手数料及び取扱費 第１１４回大阪府公募公債手数料 ¥100,010
支払利息 第１０２回大阪府公募公債利金 ¥14,713,280
未払費用 第１０２回大阪府公募公債利金（未払費用計上分） ¥7,206,505
企業債手数料及び取扱費 第１０２回大阪府公募公債手数料 ¥159,237
備消耗品費 法規集追録 ¥3,003
賃借料 タウン推進局執務室の賃料（３０年６月） ¥77,664
通信運搬費 執務室電話・ＦＡⅩ使用経費６月分 ¥2,887

平成30年7月10日
平成30年7月10日
平成30年7月10日
平成30年7月10日
平成30年7月17日

平成30年6月30日
平成30年6月30日

平成30年7月17日
平成30年7月17日
平成30年7月17日
平成30年7月17日
平成30年7月24日

平成30年7月17日
平成30年7月17日
平成30年7月17日
平成30年7月17日
平成30年7月17日

平成30年7月31日

平成30年7月26日

平成30年7月26日
平成30年7月31日
平成30年7月31日

平成30年7月24日
平成30年7月24日
平成30年7月24日
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平成30年度　公金支出情報(企業会計）【住宅まちづくり部　タウン推進局】

最 新 公 表 月 ： 平成31年3月分まで

会 計 区 分 ： 企業会計
事 業 名
（ 予算編成過程 ） ： まちづくり促進事業費用

節・細節名 支払内容 支払額（円）支払日

通信運搬費 郵便切手の購入 ¥10,220
負担金、補助金及び交付金 タウン推進局執務室の共益費（３０年６月） ¥39,228
賃借料 財務会計システム機器賃借料７月分 ¥94,716
通信運搬費 ＩＳＤＮ回線月額経費（７月分） ¥3,879
給料 ８月分給料 ¥1,078,100
手当等 ８月分手当等 ¥320,889
備消耗品費 コピー機用ホチキス針の購入 ¥290
備消耗品費 コピー用紙（Ａ４）他１４件の購入 ¥6,578
旅費 管内旅費７月分 ¥2,070
旅費 管内旅費７月分 ¥756
印刷製本費 電子複写サービス契約にかかる経費７月分 ¥1,033
賃借料 咲洲庁舎執務室賃借料（９月分） ¥2,750
手数料 公金支払サービス利用手数料７月分 ¥2,700
負担金、補助金及び交付金 咲洲庁舎執務室共益費（９月分） ¥7,693
負担金、補助金及び交付金 咲洲庁舎執務室電気代（６月分） ¥118
支払利息 第１１５回大阪府公募公債利金 ¥12,467,624
支払利息 第１２７回大阪府公募公債利金 ¥20,647
企業債手数料及び取扱費 第１２７回大阪府公募公債手数料 ¥40,832
企業債手数料及び取扱費 第１１５回大阪府公募公債手数料 ¥142,519
未払費用 第１２７回公募公債利金（未払費用計上分） ¥4,558
未払費用 第１１５回公募公債利金（未払費用計上分） ¥2,752,051
支払利息 第１３６回大阪府公募公債利金 ¥67,061
支払利息 第１０３回大阪府公募公債利金 ¥14,126,713
企業債手数料及び取扱費 第１０３回大阪府公募公債手数料 ¥150,822
企業債手数料及び取扱費 第１３６回大阪府公募公債手数料 ¥131,738
未払費用 第１３６回公募公債利金（未払費用計上分） ¥14,259
未払費用 第１０３回公募公債利金（未払費用計上分） ¥3,003,687
法定福利費 ８月分法定福利費 ¥265,525
手数料 途中売却に係る不動産鑑定経費（ＳＴ） ¥238,805

平成30年7月31日
平成30年7月31日
平成30年8月10日
平成30年8月10日
平成30年8月17日
平成30年8月17日
平成30年8月17日
平成30年8月17日
平成30年8月17日
平成30年8月17日
平成30年8月17日
平成30年8月17日
平成30年8月17日
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平成30年8月24日
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平成30年度　公金支出情報(企業会計）【住宅まちづくり部　タウン推進局】

最 新 公 表 月 ： 平成31年3月分まで

会 計 区 分 ： 企業会計
事 業 名
（ 予算編成過程 ） ： まちづくり促進事業費用

節・細節名 支払内容 支払額（円）支払日

手数料 途中売却に係る不動産鑑定経費（ＳＴ） ¥24,933
賃借料 タウン推進局執務室の賃料（３０年７月） ¥77,664
通信運搬費 執務室電話・ＦＡⅩ使用経費７月分 ¥2,684
負担金、補助金及び交付金 タウン推進局執務室の共益費（３０年７月） ¥39,228
給料 ９月分給料 ¥1,078,100
手当等 ９月分手当等 ¥304,176
旅費 管内旅費（８月分） ¥504
旅費 管内旅費（８月分） ¥2,460
旅費 管内旅費８月分 ¥2,371
印刷製本費 電子複写サービス（８月分） ¥1,519
賃借料 財務会計システム機器賃借料８月分 ¥94,716
賃借料 咲洲庁舎執務室賃借料（１０月分） ¥2,750
通信運搬費 ＩＳＤＮ回線月額経費（８月分） ¥3,911
手数料 途中売却に係る不動産鑑定経費（ＲＴ） ¥43,200
手数料 公金支払サービス利用手数料８月分 ¥2,700
負担金、補助金及び交付金 咲洲庁舎執務室共益費（１０月分） ¥7,693
負担金、補助金及び交付金 咲洲庁舎執務室電気代（７月分） ¥93
報酬 ９月分報酬 ¥29,400
法定福利費 ９月分法定福利費 ¥938,340
旅費 まちづくり促進事業財産評価審査会費用弁償 ¥1,220
旅費 まちづくり促進事業財産評価審査会費用弁償 ¥900
旅費 まちづくり促進事業財産評価審査会費用弁償 ¥2,320
支払利息 第１４８回大阪府公募公債利金 ¥6,527
未払費用 第１４８回大阪府公募公債利金（未払費用計上分） ¥73
企業債手数料及び取扱費 第１４８回大阪府公募公債手数料 ¥10,692
賃借料 タウン推進局執務室の賃料（３０年８月） ¥77,664
通信運搬費 執務室電話・ＦＡⅩ使用経費（８月分） ¥2,818
負担金、補助金及び交付金 タウン推進局執務室の共益費（３０年８月） ¥39,228
備消耗品費 まち財評審におけるお茶の提供 ¥387

平成30年9月26日

平成30年9月26日
平成30年9月28日
平成30年9月28日
平成30年9月28日
平成30年9月30日

平成30年9月26日

平成30年9月18日
平成30年9月18日
平成30年9月18日
平成30年9月18日
平成30年9月21日
平成30年9月21日
平成30年9月21日
平成30年9月21日
平成30年9月21日

平成30年9月18日
平成30年9月18日
平成30年9月18日
平成30年9月18日
平成30年9月18日
平成30年9月18日
平成30年9月18日
平成30年9月18日
平成30年9月18日

平成30年8月24日
平成30年8月31日
平成30年8月31日
平成30年8月31日

http://www.pref.osaka.lg.jp/yosan/bizlist/index.php?year=2018&acc=2&form=01&proc=


平成30年度　公金支出情報(企業会計）【住宅まちづくり部　タウン推進局】

最 新 公 表 月 ： 平成31年3月分まで

会 計 区 分 ： 企業会計
事 業 名
（ 予算編成過程 ） ： まちづくり促進事業費用

節・細節名 支払内容 支払額（円）支払日

手当等 １０月分手当等 ¥20,000
備消耗品費 定期刊行物（新聞）第２四半期 ¥2,115
備消耗品費 定期刊行物（新聞）第２四半期 ¥954
備消耗品費 定期刊行物（新聞）第２四半期 ¥954
備消耗品費 「事務用回転椅子」の購入 ¥64,821
備消耗品費 定期刊行物（新聞）第２四半期 ¥2,070
通信運搬費 ＩＳＤＮ回線月額経費（９月分） ¥3,857
給料 １０月分給料 ¥1,078,100
手当等 １０月分手当等 ¥822,010
旅費 管内旅費９月分 ¥3,310
旅費 管内旅費９月分 ¥1,843
旅費 管内旅費９月分 ¥963
印刷製本費 電子複写サービス（９月分） ¥997
賃借料 咲洲庁舎執務室賃借料（１１月分） ¥2,750
賃借料 財務会計システム機器賃借料９月分 ¥94,716
手数料 公金支払サービス利用手数料９月分 ¥2,700
負担金、補助金及び交付金 咲洲庁舎執務室共益費（１１月分） ¥7,693
負担金、補助金及び交付金 咲洲庁舎執務室電気代（８月分） ¥93
法定福利費 １０月分法定福利費 ¥265,695
備消耗品費 法規集追録 ¥3,225
印刷製本費 平成２９年度監査委員意見書の印刷製本 ¥23,760
賃借料 タウン推進局執務室の賃料（３０年９月） ¥77,664
通信運搬費 執務室電話・ＦＡⅩ使用経費（９月分） ¥2,925
負担金、補助金及び交付金 タウン推進局執務室の共益費（３０年９月） ¥39,228
備消耗品費 「ガバットファイル」他１１件の購入 ¥4,044
賃借料 財務会計システム機器賃借料（１０月分） ¥94,716
通信運搬費 ＩＳＤＮ回線月額経費（１０月分） ¥3,879
給料 １１月分給料 ¥1,078,100
手当等 １１月分手当等 ¥465,247

平成30年11月9日
平成30年11月9日
平成30年11月15日
平成30年11月16日
平成30年11月16日

平成30年10月9日
平成30年10月9日
平成30年10月9日
平成30年10月9日
平成30年10月9日
平成30年10月9日
平成30年10月15日
平成30年10月17日

平成30年10月17日
平成30年10月24日
平成30年10月24日
平成30年10月31日
平成30年10月31日
平成30年10月31日
平成30年10月31日

平成30年10月17日
平成30年10月17日
平成30年10月17日
平成30年10月17日
平成30年10月17日
平成30年10月17日
平成30年10月17日
平成30年10月17日
平成30年10月17日

http://www.pref.osaka.lg.jp/yosan/bizlist/index.php?year=2018&acc=2&form=01&proc=


平成30年度　公金支出情報(企業会計）【住宅まちづくり部　タウン推進局】

最 新 公 表 月 ： 平成31年3月分まで

会 計 区 分 ： 企業会計
事 業 名
（ 予算編成過程 ） ： まちづくり促進事業費用

節・細節名 支払内容 支払額（円）支払日

旅費 管内旅費１０月分 ¥1,967
旅費 管内旅費１０月分 ¥2,803
旅費 管内旅費１０月分 ¥5,060
賃借料 咲洲庁舎執務室賃借料（１２月分） ¥2,750
負担金、補助金及び交付金 咲洲庁舎執務室共益費（１２月分） ¥7,693
負担金、補助金及び交付金 咲洲庁舎執務室電気代（９月分） ¥88
法定福利費 １１月分法定福利費 ¥265,695
印刷製本費 電子複写サービス（１０月分） ¥1,448
手数料 公金支払サービス利用手数料１０月分 ¥2,700
賃借料 タウン推進局執務室の賃料（３０年１０月） ¥77,664
通信運搬費 執務室電話・ＦＡⅩ使用経費（１０月分） ¥2,757
負担金、補助金及び交付金 タウン推進局執務室の共益費（３０年１０月） ¥39,228
手当等 １２月分手当等 ¥3,284,271
法定福利費 １２月分法定福利費 ¥606,165
給料 １２月分給料 ¥1,078,100
手当等 １２月分手当等 ¥261,318
旅費 管内旅費１１月分 ¥2,138
旅費 管内旅費１１月分 ¥720
旅費 管内旅費１１月分 ¥2,180
賃借料 財務会計システム機器賃借料（１１月分） ¥94,716
通信運搬費 ＩＳＤＮ回線月額経費（１１月分） ¥3,879
手数料 公金支払サービス利用手数料１１月分 ¥2,700
法定福利費 １２月分法定福利費 ¥265,695
印刷製本費 電子複写サービス（１１月分） ¥990
賃借料 咲洲庁舎執務室賃借料（１月分） ¥2,750
負担金、補助金及び交付金 咲洲庁舎執務室共益費（１月分） ¥7,693
負担金、補助金及び交付金 咲洲庁舎執務室電気代（１０月分） ¥97
支払利息 第１３５回大阪府公募公債利金 ¥94,755
企業債手数料及び取扱費 第１３５回大阪府公募公債手数料 ¥153,503

平成30年11月16日
平成30年11月16日
平成30年11月22日
平成30年11月22日
平成30年11月22日
平成30年11月30日
平成30年11月30日
平成30年11月30日

平成30年11月16日
平成30年11月16日
平成30年11月16日
平成30年11月16日

平成30年12月10日
平成30年12月10日
平成30年12月17日
平成30年12月17日
平成30年12月17日
平成30年12月17日
平成30年12月17日
平成30年12月17日
平成30年12月17日
平成30年12月17日
平成30年12月21日
平成30年12月21日
平成30年12月21日
平成30年12月21日
平成30年12月21日
平成30年12月25日
平成30年12月25日

http://www.pref.osaka.lg.jp/yosan/bizlist/index.php?year=2018&acc=2&form=01&proc=


平成30年度　公金支出情報(企業会計）【住宅まちづくり部　タウン推進局】

最 新 公 表 月 ： 平成31年3月分まで

会 計 区 分 ： 企業会計
事 業 名
（ 予算編成過程 ） ： まちづくり促進事業費用

節・細節名 支払内容 支払額（円）支払日

賃借料 タウン推進局執務室の賃料（３０年１１月） ¥77,664
負担金、補助金及び交付金 タウン推進局執務室の共益費（３０年１１月） ¥39,228
企業債手数料及び取扱費 第１５７回大阪府公募公債発行手数料 ¥1,846,602
企業債手数料及び取扱費 第１５７回大阪府公募公債発行手数料 ¥33,708,312
通信運搬費 執務室電話・ＦＡⅩ使用経費（１１月分） ¥2,676
通信運搬費 ＩＳＤＮ回線月額経費（１２月分） ¥3,857
給料 １月分給料 ¥1,080,000
手当等 １月分手当等 ¥295,955
備消耗品費 定期刊行物（新聞）第３四半期 ¥954
備消耗品費 「ＰＰＣ用紙（Ａ４）」他８件の購入 ¥5,457
備消耗品費 定期刊行物（新聞）第３四半期 ¥954
備消耗品費 定期刊行物（新聞）第３四半期 ¥2,115
備消耗品費 定期刊行物（新聞）第３四半期 ¥2,070
旅費 管内旅費１２月分 ¥2,000
旅費 管内旅費１２月分 ¥1,290
旅費 管内旅費１２月分 ¥2,644
賃借料 財務会計システム機器賃借料（１２月分） ¥94,716
手数料 不動産鑑定業務（ＲＴ） ¥799,200
報酬 １月分報酬 ¥29,400
法定福利費 １月分法定福利費 ¥265,695
旅費 まちづくり促進事業財産評価審査会費用弁償 ¥900
旅費 まちづくり促進事業財産評価審査会費用弁償 ¥2,320
旅費 まちづくり促進事業財産評価審査会費用弁償 ¥1,220
印刷製本費 電子複写サービス（１２月分） ¥1,030
手数料 公金支払サービス利用手数料（１２月分） ¥2,700
支払利息 第１１４回大阪府公募公債利金 ¥4,630,125
企業債手数料及び取扱費 第１１４回大阪府公募公債手数料 ¥100,010
支払利息 第１０２回他大阪府公募公債利金 ¥21,919,785
企業債手数料及び取扱費 第１０２回大阪府公募公債手数料 ¥318,474

平成31年1月24日
平成31年1月24日
平成31年1月24日
平成31年1月25日
平成31年1月25日
平成31年1月28日
平成31年1月28日

平成31年1月17日
平成31年1月17日
平成31年1月17日
平成31年1月17日
平成31年1月21日
平成31年1月24日
平成31年1月24日
平成31年1月24日
平成31年1月24日

平成31年1月4日
平成31年1月15日
平成31年1月17日
平成31年1月17日
平成31年1月17日
平成31年1月17日
平成31年1月17日
平成31年1月17日
平成31年1月17日

平成30年12月28日
平成30年12月28日
平成30年12月28日

平成30年12月28日

http://www.pref.osaka.lg.jp/yosan/bizlist/index.php?year=2018&acc=2&form=01&proc=


平成30年度　公金支出情報(企業会計）【住宅まちづくり部　タウン推進局】

最 新 公 表 月 ： 平成31年3月分まで

会 計 区 分 ： 企業会計
事 業 名
（ 予算編成過程 ） ： まちづくり促進事業費用

節・細節名 支払内容 支払額（円）支払日

備消耗品費 「地方公営企業関係法令集」他２件の購入 ¥12,200
備消耗品費 まち財評審におけるお茶の提供 ¥387
賃借料 咲洲庁舎執務室賃借料（２月分） ¥2,750
賃借料 タウン推進局執務室の賃料（３０年１２月） ¥77,664
通信運搬費 執務室電話・ＦＡⅩ使用経費（１２月分） ¥2,618
負担金、補助金及び交付金 職員端末機（Ｈ２６年調達分）賃借負担金 ¥82,224
負担金、補助金及び交付金 咲洲庁舎執務室電気代（１１月分） ¥91
負担金、補助金及び交付金 咲洲庁舎執務室共益費（２月分） ¥7,693
負担金、補助金及び交付金 タウン推進局執務室の共益費（３０年１２月 ¥39,228
企業債手数料及び取扱費 第１５８回大阪府公募公債発行手数料 ¥2,393,021
企業債手数料及び取扱費 第１５８回大阪府公募公債発行手数料 ¥43,682,760
手当等 ２月分手当等 ¥72,776
手当等 ２月分手当等 ¥20,000
手数料 事業用定借地に係る不動産鑑定（ＳＴ） ¥43,200
備消耗品費 「電波時計プログラムカレンダー」の購入 ¥1,638
通信運搬費 ＩＳＤＮ回線月額経費（１月分） ¥3,879
給料 ２月分給料 ¥978,511
手当等 ２月分手当等 ¥288,905
旅費 管内旅費１月分 ¥3,501
旅費 管内旅費１月分 ¥570
賃借料 財務会計システム機器賃借料（１月分） ¥94,716
手数料 途中売却に係る不動産鑑定経費（ＲＴ） ¥43,200
法定福利費 ２月分法定福利費 ¥276,709
備消耗品費 法規集追録 ¥7,337
印刷製本費 電子複写サービス（１月分） ¥1,650
賃借料 咲洲庁舎執務室賃借料（３月分） ¥2,750
手数料 公金支払サービス利用手数料（１月分） ¥2,700
負担金、補助金及び交付金 咲洲庁舎執務室共益費（３月分） ¥7,693
負担金、補助金及び交付金 咲洲庁舎執務室電気代（１２月分） ¥81

平成31年1月31日
平成31年1月31日
平成31年1月31日
平成31年1月31日
平成31年1月31日
平成31年1月31日
平成31年1月31日
平成31年1月31日
平成31年1月31日

平成31年1月31日
平成31年1月31日

平成31年2月7日
平成31年2月8日
平成31年2月8日
平成31年2月14日
平成31年2月15日
平成31年2月18日
平成31年2月18日
平成31年2月18日
平成31年2月18日
平成31年2月18日
平成31年2月18日
平成31年2月22日
平成31年2月22日
平成31年2月22日
平成31年2月22日
平成31年2月22日
平成31年2月22日
平成31年2月22日

http://www.pref.osaka.lg.jp/yosan/bizlist/index.php?year=2018&acc=2&form=01&proc=


平成30年度　公金支出情報(企業会計）【住宅まちづくり部　タウン推進局】

最 新 公 表 月 ： 平成31年3月分まで

会 計 区 分 ： 企業会計
事 業 名
（ 予算編成過程 ） ： まちづくり促進事業費用

節・細節名 支払内容 支払額（円）支払日

支払利息 第１１５回他大阪府公募公債利金 ¥15,244,880
企業債手数料及び取扱費 第１１５回他大阪府公募公債手数料 ¥183,351
支払利息 第１０３回他大阪府公募公債利金 ¥17,211,720
企業債手数料及び取扱費 第１０３回他大阪府公募公債手数料 ¥433,382
備消耗品費 「Ａ４判対応両開き書庫」の購入 ¥63,925
賃借料 タウン推進局執務室の賃料（３１年１月） ¥77,664
通信運搬費 執務室電話・ＦＡⅩ使用経費（１月分） ¥2,880
通信運搬費 郵便切手の購入 ¥15,890
負担金、補助金及び交付金 タウン推進局執務室の共益費（３１年１月） ¥39,228
備消耗品費 「新地方公営企業会計の実務ガイド」の購入 ¥2,700
備消耗品費 「ＰＰＣ用紙（Ａ４）」他３７件の購入　　 ¥11,818
賃借料 財務会計システム機器賃借料（２月分）　　 ¥94,716
通信運搬費 ＩＳＤＮ回線月額経費（２月分）　　　　　 ¥3,911
負担金、補助金及び交付金 咲洲庁舎執務室電気代（１月分）　　　　　 ¥75
給料 ３月分給料 ¥1,080,000
手当等 ３月分手当等 ¥290,825
旅費 管内旅費２月分　　　　　　　　　　　　　 ¥5,251
旅費 管内旅費２月分　　　　　　　　　　　　　 ¥2,800
印刷製本費 電子複写サービス（２月分）　　　　　　　 ¥1,511
手数料 公金支払サービス利用手数料（２月分）　　 ¥2,700
法定福利費 ３月分法定福利費 ¥265,695
手数料 事業用定借地不動産鑑定手数料（ＳＴ）　　 ¥540,000
手数料 事業用定借地不動産鑑定手数料（ＳＴ）　　 ¥617,760
負担金、補助金及び交付金 平成３０年度企業会計職員健康診断費用　　 ¥17,388
支払利息 第１４８回大阪府公募公債利金　　　　　　 ¥6,600
企業債手数料及び取扱費 第１４８回大阪府公募公債手数料　　　　　 ¥10,692
賃借料 タウン推進局執務室の賃料（３１年２月）　 ¥77,664
通信運搬費 執務室電話・ＦＡⅩ使用経費（２月分）　　 ¥2,826
手数料 事業用定借地にかかる不動産鑑定（ＳＴ）　 ¥4,084

平成31年3月22日
平成31年3月27日
平成31年3月27日
平成31年3月29日
平成31年3月29日
平成31年3月29日

平成31年2月22日
平成31年2月22日
平成31年2月25日
平成31年2月25日
平成31年2月28日
平成31年2月28日
平成31年2月28日
平成31年2月28日
平成31年2月28日
平成31年3月8日
平成31年3月14日
平成31年3月14日
平成31年3月14日
平成31年3月14日
平成31年3月18日
平成31年3月18日
平成31年3月18日
平成31年3月18日
平成31年3月18日
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平成30年度　公金支出情報(企業会計）【住宅まちづくり部　タウン推進局】

最 新 公 表 月 ： 平成31年3月分まで

会 計 区 分 ： 企業会計
事 業 名
（ 予算編成過程 ） ： まちづくり促進事業費用

節・細節名 支払内容 支払額（円）支払日

手数料 事業用定借地にかかる不動産鑑定（ＳＴ）　 ¥39,116
委託料 産業廃棄物の収集運搬及び処分業務委託　　 ¥23,889
負担金、補助金及び交付金 職員端末機サポートセンター負担金　　　　 ¥12,117
負担金、補助金及び交付金 タウン推進局執務室の共益費（３１年２月） ¥39,228
負担金、補助金及び交付金 職員端末機（Ｈ３０年調達分）賃借負担金　 ¥48,852
報酬 ３月分報酬 ¥29,400
手当等 ３月分手当等 ¥17,280
備消耗品費 まち財評審におけるお茶の提供　　　　　　 ¥387
旅費 管内旅費３月分　　　　　　　　　　　　　 ¥4,030
旅費 管内旅費３月分　　　　　　　　　　　　　 ¥4,996
賞与引当金繰入額 賞与引当金（６月期末勤勉手当分）　　　　 ¥2,149,866
法定福利費引当金繰入額 地共済負担金退職等年金（期末勤勉手当分） ¥16,115
法定福利費引当金繰入額 地共済負担金厚生年金等（期末勤勉手当分） ¥281,906
法定福利費引当金繰入額 地共済負担金経過的長期（期末勤勉手当分） ¥236
法定福利費引当金繰入額 地共済負担金短期（期末勤勉手当分）　　　 ¥95,423
法定福利費引当金繰入額 地共済負担金介護保険（期末勤勉手当分）　 ¥15,878
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