
令和元年度　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 ： 令和2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

支払日 節・細節名 支払内容 支払額（円）

平成31年4月10日 未払金 まちづくり促進事業財産評価審査会委員報酬 8,070
平成31年4月10日 未払金 まちづくり促進事業財産評価審査会委員報酬 8,070
平成31年4月10日 未払金 まちづくり促進事業財産評価審査会委員報酬 8,070
平成31年4月10日 未払金 まちづくり促進事業財産評価審査会費用弁償 1,220
平成31年4月10日 未払金 まちづくり促進事業財産評価審査会費用弁償 2,320
平成31年4月10日 未払金 まちづくり促進事業財産評価審査会費用弁償 900
平成31年4月10日 未払金 財務会計システム端末機賃貸借(３月分) 79,164
平成31年4月10日 未払金 財務会計システム機器賃借料(３月分) 94,716
平成31年4月10日 未払金 定期刊行物(新聞)第４四半期 2,070
平成31年4月10日 未払金 定期刊行物(新聞)第４四半期 2,202
平成31年4月10日 未払金 定期刊行物(新聞)第４四半期 954
平成31年4月10日 未払金 定期刊行物(新聞)第４四半期 954
平成31年4月10日 未払金 電子複写サービス契約にかかる経費（３月分） 1,088
平成31年4月15日 未払金 ISDN回線月額経費（３月分） 3,879
平成31年4月17日 未払金 管内旅費３月分 4,030
平成31年4月17日 未払金 管内旅費３月分 4,996
平成31年4月17日 未払金 ３月時間外勤務手当 17,280
平成31年4月17日 賃借料 有線テレビジョン放送施設による同時再送信サービス 1,114
平成31年4月17日 給料 ４月分給料 722,785
平成31年4月17日 手当等 ４月分手当 597,520
平成31年4月24日 未払金 行政文書管理システム運営負担金 13,793
平成31年4月24日 通信運搬費 郵便切手の購入 12,100
平成31年4月26日 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
平成31年4月26日 未払金 住宅用定期借地貸付料の収納金取扱手数料 311
平成31年4月26日 未払金 住宅用定期借地貸付料の収納金取扱手数料 1,036
平成31年4月26日 未払金 住宅用定期借地貸付料の収納金取扱手数料 518
平成31年4月26日 未払金 住宅用定期借地貸付料の収納金取扱手数料 622
平成31年4月26日 未払金 公金支払サービス利用手数料（３月分） 2,700
平成31年4月26日 未払金 財務会計システムデータ移行等業務 486,000
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令和元年度　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 ： 令和2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

支払日 節・細節名 支払内容 支払額（円）

平成31年4月26日 未払金 タウン推進局執務室の共益費（３１年３月） 39,228
平成31年4月26日 未払金 タウン推進局執務室の賃料（３１年３月） 77,664
平成31年4月26日 未払金 財務会計システム設計・開発（その２） 549,720
平成31年4月26日 未払金 財務会計システム設計・開発業務 3,240,000
平成31年4月26日 未払金 咲洲庁舎執務室電気代（２月分） 82
平成31年4月26日 未払金 執務室電話・FAX使用経費（３月分） 3,108
平成31年4月26日 法定福利費 4月分法定福利費 56,400
平成31年4月26日 法定福利費 4月分法定福利費 7,168
平成31年4月26日 法定福利費 4月分法定福利費 166,624
平成31年4月26日 法定福利費 4月分法定福利費 139
平成31年4月26日 法定福利費 4月分法定福利費 9,525
平成31年4月26日 法定福利費 4月分法定福利費 46
平成31年4月26日 賃借料 NHK受信料 1,203
平成31年4月26日 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） 16,750
平成31年4月26日 賃借料 咲洲庁舎執務室賃借料(４・５月分) 5,980
令和元年5月8日 未払金 タウン推進局執務室の清掃委託負担金 66,143
令和元年5月8日 未払金 タウン推進局執務室のESCO負担金 75,146
令和元年5月8日 未払金 タウン推進局執務室の光熱水費負担金 86,584

令和元年5月10日 法定福利費 地方公務員災害補償基金概算負担金 27,225
令和元年5月15日 未払金 咲洲庁舎執務室ダイヤルイン電話使用料 3,731
令和元年5月15日 通信運搬費 ISDN回線月額経費（４月分） 3,910
令和元年5月17日 賃借料 財務会計システム機器賃借料（４月分） 94,716
令和元年5月17日 賃借料 財務会計システム端末機等賃借（４月分） 79,164
令和元年5月17日 手数料 途中売却に係る不動産鑑定経費（RT) 43,200
令和元年5月17日 旅費 ４月分管内旅費 1,090
令和元年5月17日 旅費 ４月分管内旅費 1,760
令和元年5月17日 旅費 ４月分管内旅費 2,920
令和元年5月17日 給料 ５月分給料 751,912
令和元年5月17日 手当等 ４月分手当 398,110
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令和元年5月24日 印刷製本費 電子複写サービスにかかる経費（４月分） 1,171
令和元年5月24日 法定福利費 ５月分法定福利費 64,394
令和元年5月24日 法定福利費 ５月分法定福利費 8,498
令和元年5月24日 法定福利費 ５月分法定福利費 182,368
令和元年5月24日 法定福利費 ５月分法定福利費 152
令和元年5月24日 法定福利費 ５月分法定福利費 10,425
令和元年5月24日 法定福利費 ５月分法定福利費 46
令和元年5月24日 手数料 公金支払サービス利用手数料 2,700
令和元年5月31日 未払金 咲洲庁舎執務室電気代（３月分） 91
令和元年5月31日 通信運搬費 執務室電話・FAX使用経費（４月分） 2,937
令和元年5月31日 賃借料 咲洲庁舎執務室賃借料（６月分） 2,990
令和元年5月31日 負担金、補助金及び交付金 咲洲庁舎執務室共益費 8,375
令和元年6月10日 旅費 まちづくり促進事業財産評価審査会費用弁償 1,220
令和元年6月10日 旅費 まちづくり促進事業財産評価審査会費用弁償 2,320
令和元年6月10日 旅費 まちづくり促進事業財産評価審査会費用弁償 900
令和元年6月10日 報酬 まちづくり促進事業財産評価審査会委員報酬 8,070
令和元年6月10日 報酬 まちづくり促進事業財産評価審査会委員報酬 8,070
令和元年6月10日 報酬 まちづくり促進事業財産評価審査会委員報酬 8,070
令和元年6月10日 賃借料 財務会計システム機器賃借料（5月分） 94,716
令和元年6月10日 賃借料 タウン推進局執務室の賃料（平成３１年４月分） 85,520
令和元年6月10日 負担金、補助金及び交付金 タウン推進局執務室の共益費（平成３１年４月分） 43,196
令和元年6月17日 手数料 ＴＳマーク付帯保険加入（公用自転車２台） 172
令和元年6月17日 賃借料 財務会計システム端末機等賃借 79,164
令和元年6月17日 手数料 公金支払サービス利用手数料 2,700
令和元年6月17日 備消耗品費 書籍の購入（「土地価格比準表　七次改訂」他1件） 445
令和元年6月17日 旅費 ５月分管内旅費 600
令和元年6月17日 旅費 ５月分管内旅費 1,660
令和元年6月17日 通信運搬費 ISDN回線月額経費（５月分） 3,922
令和元年6月17日 印刷製本費 電子複写サービスにかかる経費（５月分） 1,270
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令和元年6月17日 給料 ６月分給料 746,102
令和元年6月17日 手当等 ６月分手当 272,756
令和元年6月24日 法定福利費 ６月分法定福利費 64,394
令和元年6月24日 法定福利費 ６月分法定福利費 8,498
令和元年6月24日 法定福利費 ６月分法定福利費 182,368
令和元年6月24日 法定福利費 ６月分法定福利費 152
令和元年6月24日 法定福利費 ６月分法定福利費 10,425
令和元年6月24日 法定福利費 ６月分法定福利費 46
令和元年6月24日 支払利息 第135回・第157回大阪府公募公債利金 80,347
令和元年6月24日 企業債手数料及び取扱費 第135回・第157回大阪府公募公債手数料 268,417
令和元年6月24日 未払費用 第135回・第157回大阪府公募公債利金（未払費用計上分） 85,343
令和元年6月28日 負担金、補助金及び交付金 平成31年度市町村交付金（阪南市） 14,694,200
令和元年6月28日 負担金、補助金及び交付金 令和元年度国有財産等所在市町村交付金 319,409,100
令和元年6月28日 負担金、補助金及び交付金 令和元年度国有財産等所在市町村交付金 102,644,700
令和元年6月28日 負担金、補助金及び交付金 令和元年度国有財産等所在市町村交付金 53,584,300
令和元年6月28日 賃借料 タウン推進局執務室の賃料（令和元年５月分） 85,520
令和元年6月28日 負担金、補助金及び交付金 タウン推進局執務室の共益費（令和元年５月分） 43,196
令和元年6月28日 負担金、補助金及び交付金 咲洲庁舎執務室共益費7月分 8,375
令和元年6月28日 賃借料 咲洲庁舎執務室賃借料7月分 2,990
令和元年6月28日 負担金、補助金及び交付金 咲洲庁舎執務室電気代4月分 103
令和元年6月28日 手当等 6月期末勤勉手当 2,149,866
令和元年6月28日 手当等 6月期末勤勉手当 186,876
令和元年6月28日 通信運搬費 執務室電話・FAX使用経費（５月分） 3,018
令和元年7月10日 賃借料 財務会計システム機器賃借料（6月分） 94,716
令和元年7月10日 賃借料 財務会計システム端末機等賃借（6月分） 79,164
令和元年7月10日 賃借料 咲洲庁舎執務室賃借料8月分 2,990
令和元年7月10日 備消耗品費 定期刊行物(新聞：第1四半期分） 2,259
令和元年7月10日 備消耗品費 定期刊行物(新聞：第1四半期分） 2,397
令和元年7月10日 備消耗品費 定期刊行物(新聞：第1四半期分） 1,041
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令和元年7月10日 備消耗品費 定期刊行物(新聞：第1四半期分） 1,041
令和元年7月10日 負担金、補助金及び交付金 咲洲庁舎執務室共益費8月分 8,375
令和元年7月10日 負担金、補助金及び交付金 咲洲庁舎執務室電気代 103
令和元年7月16日 印刷製本費 電子複写サービスにかかる経費（６月分） 1,804
令和元年7月16日 手数料 公金支払サービス利用手数料（６月分） 2,700
令和元年7月16日 通信運搬費 ISDN回線月額経費（６月分） 3,857
令和元年7月16日 法定福利費 期末勤勉手当６月分法定福利費 46,067
令和元年7月16日 法定福利費 期末勤勉手当６月分法定福利費 3,712
令和元年7月16日 法定福利費 期末勤勉手当６月分法定福利費 126,520
令和元年7月16日 法定福利費 期末勤勉手当６月分法定福利費 105
令和元年7月16日 法定福利費 期末勤勉手当６月分法定福利費 7,232
令和元年7月17日 給料 ７月分給料 747,452
令和元年7月17日 手当等 ７月分手当 262,911
令和元年7月17日 旅費 ６月分管内旅費 3,373
令和元年7月17日 旅費 ６月分管内旅費 300
令和元年7月24日 手数料 二色の浜産業用地に係る不動産鑑定評価業務 291,600
令和元年7月24日 備消耗品費 事務用品「PPC用紙（A4）」他22件の購入 8,076
令和元年7月24日 備消耗品費 法規集追録（ぎょうせい）経費 4,725
令和元年7月24日 報酬 まちづくり促進事業財産評価審査会委員報酬 8,070
令和元年7月24日 報酬 まちづくり促進事業財産評価審査会委員報酬 8,070
令和元年7月24日 報酬 まちづくり促進事業財産評価審査会委員報酬 8,070
令和元年7月24日 法定福利費 ７月分法定福利費 64,394
令和元年7月24日 法定福利費 ７月分法定福利費 8,498
令和元年7月24日 法定福利費 ７月分法定福利費 182,368
令和元年7月24日 法定福利費 ７月分法定福利費 152
令和元年7月24日 法定福利費 ７月分法定福利費 10,425
令和元年7月24日 法定福利費 ７月分法定福利費 46
令和元年7月24日 旅費 まちづくり促進事業財産評価審査会費用弁償 1,220
令和元年7月24日 旅費 まちづくり促進事業財産評価審査会費用弁償 2,320
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令和元年7月24日 旅費 まちづくり促進事業財産評価審査会費用弁償 900
令和元年7月25日 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
令和元年7月25日 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
令和元年7月25日 支払利息 第114回大阪府公募公債利金 3,082,521
令和元年7月26日 未払費用 第158回大阪府公募公債利金（未払費用計上分） 30,222
令和元年7月26日 企業債手数料及び取扱費 第158回大阪府公募公債手数料 148,918
令和元年7月26日 支払利息 第158回大阪府公募公債利金 61,703
令和元年7月31日 賃借料 タウン推進局執務室の賃料（令和元年６月分） 85,520
令和元年7月31日 通信運搬費 執務室電話・FAX使用経費(6月分) 3,263
令和元年7月31日 負担金、補助金及び交付金 タウン推進局執務室の共益費（令和元年６月分） 43,196
令和元年8月9日 委託料 財務会計システムに係るソフトウェアの保守 367,200

令和元年8月15日 通信運搬費 ISDN回線月額経費（7月分） 3,879
令和元年8月15日 印刷製本費 電子複写サービスにかかる経費（7月分） 1,349
令和元年8月16日 賃借料 財務会計システム端末機等賃借（7月分） 79,164
令和元年8月16日 旅費 ７月分管内旅費 1,716
令和元年8月16日 旅費 ７月分旅費 2,180
令和元年8月16日 給料 ８月分給料 749,301
令和元年8月16日 手当等 ８月分手当 243,097
令和元年8月22日 未払費用 第115回大阪府公募公債利金（未払費用計上分） 2,752,051
令和元年8月22日 未払費用 第127回大阪府公募公債利金（未払費用計上分） 4,558
令和元年8月22日 支払利息 第115回大阪府公募公債利金 12,467,624
令和元年8月22日 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
令和元年8月22日 支払利息 第127回大阪府公募公債利金 20,647
令和元年8月22日 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
令和元年8月23日 未払費用 第136回大阪府公募公債利金（未払費用計上分） 14,259
令和元年8月23日 支払利息 第136回大阪府公募公債利金 67,061
令和元年8月23日 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
令和元年8月23日 法定福利費 ８月分法定福利費 64,172
令和元年8月23日 法定福利費 ８月分法定福利費 8,462
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令和元年度　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 ： 令和2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

支払日 節・細節名 支払内容 支払額（円）

令和元年8月23日 法定福利費 ８月分法定福利費 182,368
令和元年8月23日 法定福利費 ８月分法定福利費 152
令和元年8月23日 法定福利費 ８月分法定福利費 10,425
令和元年8月23日 法定福利費 ８月分法定福利費 46
令和元年8月30日 手数料 公金支払サービス利用手数料（７月分） 2,700
令和元年8月30日 負担金、補助金及び交付金 咲洲庁舎執務室共益費9月分 8,375
令和元年8月30日 賃借料 咲洲庁舎執務室賃借料9月分 2,990
令和元年8月30日 賃借料 タウン推進局執務室の賃料（令和元年７月分） 85,520
令和元年8月30日 負担金、補助金及び交付金 タウン推進局執務室の共益費（令和元年７月分） 43,196
令和元年8月30日 通信運搬費 執務室電話・FAX使用経費（7月分） 3,096
令和元年8月30日 負担金、補助金及び交付金 咲洲庁舎執務室電気代６月分 108
令和元年9月17日 賃借料 財務会計システム端末機等賃借（8月分） 79,164
令和元年9月17日 旅費 ８月分管内旅費 2,428
令和元年9月17日 旅費 ８月分管内旅費 840
令和元年9月17日 給料 ９月分給料 750,530
令和元年9月17日 手当等 ９月分手当 221,776
令和元年9月17日 印刷製本費 電子複写サービスにかかる経費（8月分） 1,229
令和元年9月17日 通信運搬費 ISDN回線月額経費（8月分） 3,912
令和元年9月24日 法定福利費 ９月分法定福利費 63,506
令和元年9月24日 法定福利費 ９月分法定福利費 8,498
令和元年9月24日 法定福利費 ９月分法定福利費 179,744
令和元年9月24日 法定福利費 ９月分法定福利費 150
令和元年9月24日 法定福利費 ９月分法定福利費 10,275
令和元年9月24日 法定福利費 ９月分法定福利費 13,951
令和元年9月24日 法定福利費 法定福利費（共済長期追加費用） 460,248
令和元年9月24日 法定福利費 法定福利費（共済長期追加費用） 42,672
令和元年9月24日 手数料 不動産鑑定評価 551,536
令和元年9月25日 支払利息 第148回大阪府公募公債利金 6,527
令和元年9月25日 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
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令和元年度　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 ： 令和2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

支払日 節・細節名 支払内容 支払額（円）

令和元年9月25日 未払費用 第148回大阪府公募公債利金（未払費用計上分） 73
令和元年9月27日 手数料 公正証書作成手数料 16,625
令和元年9月30日 通信運搬費 レターパック（８月分） 1,530
令和元年9月30日 手数料 公金支払サービス利用手数料（８月分） 2,700
令和元年9月30日 負担金、補助金及び交付金 咲洲庁舎執務室共益費10月分 8,375
令和元年9月30日 賃借料 咲洲庁舎執務室賃借料10月分 2,990
令和元年9月30日 賃借料 タウン推進局執務室の賃料（８月分） 85,520
令和元年9月30日 負担金、補助金及び交付金 タウン推進局執務室の共益費（８月分） 43,196
令和元年9月30日 負担金、補助金及び交付金 咲洲庁舎執務室電気代７月分 114
令和元年9月30日 備消耗品費 事務用品「純正インクカートリッジ」他17件の購入 3,509
令和元年9月30日 通信運搬費 執務室電話・FAX使用経費（8月分） 3,004

令和元年10月10日 備消耗品費 定期刊行物（新聞：第２四半期分） 2,259
令和元年10月10日 備消耗品費 定期刊行物（新聞：第２四半期分） 2,397
令和元年10月10日 備消耗品費 定期刊行物（新聞：第２四半期分） 1,041
令和元年10月10日 備消耗品費 定期刊行物（新聞：第２四半期分） 1,041
令和元年10月15日 賃借料 財務会計システム端末機等賃借（９月分） 79,164
令和元年10月15日 通信運搬費 ISDN回線月額経費（９月分） 3,848
令和元年10月17日 給料 １０月分給料 749,115
令和元年10月17日 手当等 １０月分手当 662,695
令和元年10月17日 印刷製本費 電子複写サービスにかかる経費（９月分） 1,173
令和元年10月17日 旅費 ９月分旅費 1,269
令和元年10月24日 法定福利費 １０月分法定福利費 65,282
令和元年10月24日 法定福利費 １０月分法定福利費 8,498
令和元年10月24日 法定福利費 １０月分法定福利費 184,992
令和元年10月24日 法定福利費 １０月分法定福利費 154
令和元年10月24日 法定福利費 １０月分法定福利費 10,575
令和元年10月24日 法定福利費 １０月分法定福利費 46
令和元年10月24日 通信運搬費 郵便切手の購入 8,340
令和元年10月24日 賃借料 有線テレビ放送施設同時再送信サービス新旧税率差額分 10
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令和元年度　公金支出情報(企業会計）【住宅まちづくり部　タウン推進局】
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令和元年10月24日 備消耗品費 法規集追録（ぎょうせい）経費 4,963
令和元年10月24日 負担金、補助金及び交付金 咲洲庁舎執務室電気代８月分 102
令和元年10月24日 手数料 途中売却に係る不動産鑑定経費（ST） 206,710
令和元年10月24日 手数料 公金支払サービス利用手数料（９月分） 2,700
令和元年10月31日 賃借料 タウン推進局執務室の賃料（令和元年９月分） 85,520
令和元年10月31日 負担金、補助金及び交付金 タウン推進局執務室の共益費（令和元年９月分） 43,196
令和元年10月31日 企業債手数料及び取扱費 第167回大阪府公募発行手数料 1,119,507
令和元年10月31日 企業債手数料及び取扱費 第167回大阪府公募発行手数料 21,078,200
令和元年10月31日 印刷製本費 平成30年度監査委員意見書の印刷製本 23,100
令和元年10月31日 通信運搬費 執務室電話・FAX使用経費（９月分） 2,824
令和元年10月31日 賃借料 咲洲庁舎執務室賃借料１１月分 3,050
令和元年10月31日 負担金、補助金及び交付金 咲洲庁舎執務室共益費１１月分 8,530
令和元年11月15日 通信運搬費 ISDN回線月額経費（10月分） 3,891
令和元年11月15日 備消耗品費 事務用品「PPC用紙（A4）」他9件の購入 5,245
令和元年11月15日 印刷製本費 電子複写サービスにかかる経費（１０月分） 1,132
令和元年11月18日 賃借料 財務会計システム端末機等賃借（10月分） 79,164
令和元年11月18日 旅費 10月分旅費 1,848
令和元年11月18日 旅費 10月分旅費 9,560
令和元年11月18日 旅費 10月分旅費 740
令和元年11月18日 給料 11月分給料 757,144
令和元年11月18日 手当等 11月分手当 375,237
令和元年11月22日 法定福利費 １１月分法定福利費 65,282
令和元年11月22日 法定福利費 １１月分法定福利費 8,498
令和元年11月22日 法定福利費 １１月分法定福利費 184,992
令和元年11月22日 法定福利費 １１月分法定福利費 154
令和元年11月22日 法定福利費 １１月分法定福利費 10,575
令和元年11月22日 法定福利費 １１月分法定福利費 46
令和元年11月29日 負担金、補助金及び交付金 咲洲庁舎執務室電気代９月分 98
令和元年11月29日 手数料 公金支払サービス利用手数料（10月分） 2,750
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令和元年11月29日 賃借料 咲洲庁舎執務室賃借料12月分 3,050
令和元年11月29日 負担金、補助金及び交付金 咲洲庁舎執務室共益費12月分 8,530
令和元年11月29日 賃借料 タウン推進局執務室の賃料（令和元年１０月分） 87,104
令和元年11月29日 負担金、補助金及び交付金 タウン推進局執務室の共益費（令和元年１０月分） 43,996
令和元年11月29日 通信運搬費 執務室電話・FAX使用経費（１０月分） 2,850
令和元年12月4日 備消耗品費 書籍の購入（「民法（全）第2版」他3件） 5,351
令和元年12月4日 報酬 大阪府まちづくり促進事業財産評価審査会委員報酬 8,070
令和元年12月4日 報酬 大阪府まちづくり促進事業財産評価審査会委員報酬 8,070
令和元年12月4日 報酬 大阪府まちづくり促進事業財産評価審査会委員報酬 8,070
令和元年12月4日 旅費 大阪府まちづくり促進事業財産評価審査会費用弁償 460
令和元年12月4日 旅費 大阪府まちづくり促進事業財産評価審査会費用弁償 360
令和元年12月4日 旅費 大阪府まちづくり促進事業財産評価審査会費用弁償 360

令和元年12月10日 手当等 12月分期末勤勉手当 2,393,700
令和元年12月10日 備消耗品費 「A4判対応両開き書庫」の購入 63,030
令和元年12月10日 賃借料 財務会計システム端末機等賃借（11月分） 79,164
令和元年12月16日 法定福利費 期末勤勉手当12月分法定福利費 141,889
令和元年12月16日 法定福利費 期末勤勉手当12月分法定福利費 19,553
令和元年12月16日 法定福利費 期末勤勉手当12月分法定福利費 410,262
令和元年12月16日 法定福利費 期末勤勉手当12月分法定福利費 343
令和元年12月16日 法定福利費 期末勤勉手当12月分法定福利費 23,452
令和元年12月16日 備消耗品費 事務用品「PPC用紙（A4）」他19件の購入 6,384
令和元年12月16日 通信運搬費 ISDN回線月額経費（11月分） 3,930
令和元年12月16日 印刷製本費 電子複写サービスにかかる経費（１１月分） 1,015
令和元年12月17日 旅費 11月分旅費 390
令和元年12月17日 旅費 11月分旅費 1,880
令和元年12月17日 旅費 11月分旅費 8,080
令和元年12月17日 給料 12月分給料 794,504
令和元年12月17日 手当等 12月分手当 317,005
令和元年12月24日 備消耗品費 USBメモリ等の購入 1,355
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令和元年12月24日 法定福利費 １２月分法定福利費 65,282
令和元年12月24日 法定福利費 １２月分法定福利費 8,498
令和元年12月24日 法定福利費 １２月分法定福利費 184,992
令和元年12月24日 法定福利費 １２月分法定福利費 154
令和元年12月24日 法定福利費 １２月分法定福利費 10,575
令和元年12月24日 法定福利費 １２月分法定福利費 46
令和元年12月24日 手数料 公金支払サービス利用手数料（11月分） 2,750
令和元年12月24日 委託料 産業廃棄物の収集運搬及び処分業務委託 9,460
令和元年12月24日 負担金、補助金及び交付金 咲洲庁舎執務室電気代１０月分 103
令和元年12月24日 賃借料 咲洲庁舎執務室賃借料1月分 3,050
令和元年12月24日 負担金、補助金及び交付金 咲洲庁舎執務室共益費1月分 8,530
令和元年12月25日 支払利息 第135・157回大阪府公募公債利金 165,690
令和元年12月25日 企業債手数料及び取扱費 第135・157回大阪府公募公債手数料 273,387
令和元年12月26日 手当等 令和元年度給与等改定に伴う差額 164,426
令和元年12月27日 企業債手数料及び取扱費 第168回大阪府公募公債発行手数料 2,527,088
令和元年12月27日 企業債手数料及び取扱費 第168回大阪府公募公債発行手数料 46,130,040
令和元年12月27日 賃借料 タウン推進局執務室の賃料（令和元年１１月分） 87,104
令和元年12月27日 負担金、補助金及び交付金 タウン推進局執務室の共益費（令和元年１１月分） 43,996

令和2年1月6日 通信運搬費 執務室電話・FAX使用経費（11月分） 2,779
令和2年1月10日 備消耗品費 定期刊行物（新聞：第3四半期分） 2,259
令和2年1月10日 備消耗品費 定期刊行物（新聞：第3四半期分） 2,397
令和2年1月10日 備消耗品費 定期刊行物（新聞：第3四半期分） 1,041
令和2年1月10日 備消耗品費 定期刊行物（新聞：第3四半期分） 1,041
令和2年1月15日 賃借料 財務会計システム端末機等賃借（12月分） 79,164
令和2年1月15日 負担金、補助金及び交付金 咲洲庁舎執務室電気代11月分 102
令和2年1月15日 賃借料 咲洲庁舎執務室賃借料2月分 3,050
令和2年1月15日 負担金、補助金及び交付金 咲洲庁舎執務室共益費2月分 8,530
令和2年1月15日 通信運搬費 ISDN回線月額経費（12月分） 3,963
令和2年1月17日 旅費 12月分管内旅費 297
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令和2年1月17日 給料 1月分給料 766,864
令和2年1月17日 手当等 1月分手当 309,428
令和2年1月17日 法定福利費 差額支給分法定福利費 5,062
令和2年1月17日 法定福利費 差額支給分法定福利費 694
令和2年1月17日 法定福利費 差額支給分法定福利費 7,609
令和2年1月17日 法定福利費 差額支給分法定福利費 6
令和2年1月17日 法定福利費 差額支給分法定福利費 435
令和2年1月24日 印刷製本費 電子複写サービスにかかる経費（１２月分） 769
令和2年1月24日 法定福利費 1月分法定福利費 65,282
令和2年1月24日 法定福利費 1月分法定福利費 8,498
令和2年1月24日 法定福利費 1月分法定福利費 184,992
令和2年1月24日 法定福利費 1月分法定福利費 154
令和2年1月24日 法定福利費 1月分法定福利費 10,575
令和2年1月24日 法定福利費 1月分法定福利費 46
令和2年1月24日 手数料 公金支払サービス利用手数料（12月分） 2,750
令和2年1月27日 支払利息 第114回大阪府公募公債利金 4,630,125
令和2年1月27日 企業債手数料及び取扱費 第114回大阪府公募公債手数料 203,724
令和2年1月28日 企業債手数料及び取扱費 第158回大阪府公募公債手数料 151,676
令和2年1月28日 支払利息 第158回大阪府公募公債利金 91,925
令和2年1月31日 賃借料 タウン推進局執務室の賃料（令和元年１２月分） 87,104
令和2年1月31日 負担金、補助金及び交付金 タウン推進局執務室の共益費（令和元年１２月分） 43,996
令和2年1月31日 備消耗品費 法規集追録（ぎょうせい）経費 6,266
令和2年1月31日 通信運搬費 執務室電話・FAX使用経費（１２月分） 2,884
令和2年2月10日 備消耗品費 書籍の購入（「令和2年版 地方公営企業関係法令集」他3件） 14,361
令和2年2月17日 給料 ２月分給料 766,604
令和2年2月17日 手当等 ２月分手当 316,535
令和2年2月17日 賃借料 咲洲庁舎執務室賃借料3月分 3,050
令和2年2月17日 賃借料 財務会計システム端末機等賃借（1月分） 79,164
令和2年2月17日 通信運搬費 ISDN回線月額経費（１月分） 3,961
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令和元年度　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 ： 令和2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

支払日 節・細節名 支払内容 支払額（円）

令和2年2月17日 備消耗品費 事務用品「PPC用紙（A4)」他19件の購入 5,652
令和2年2月17日 負担金、補助金及び交付金 咲洲庁舎執務室共益費3月分 8,530
令和2年2月17日 負担金、補助金及び交付金 咲洲庁舎執務室電気代12月分 92
令和2年2月17日 旅費 １月分旅費 2,576
令和2年2月17日 旅費 １月分旅費 2,670
令和2年2月17日 旅費 １月分旅費 1,660
令和2年2月21日 企業債手数料及び取扱費 第115・127回大阪府公募公債手数料 331,904
令和2年2月21日 支払利息 第115・127回大阪府公募公債利金 15,244,880
令和2年2月25日 印刷製本費 電子複写サービスにかかる経費（１月分） 1,892
令和2年2月25日 企業債手数料及び取扱費 第136回大阪府公募公債手数料 134,178
令和2年2月25日 支払利息 第136回大阪府公募公債利金 81,320
令和2年2月25日 手数料 公金支払サービス利用手数料（１月分） 2,750
令和2年2月25日 法定福利費 ２月分法定福利費 65,282
令和2年2月25日 法定福利費 ２月分法定福利費 8,498
令和2年2月25日 法定福利費 ２月分法定福利費 184,992
令和2年2月25日 法定福利費 ２月分法定福利費 154
令和2年2月25日 法定福利費 ２月分法定福利費 10,575
令和2年2月25日 法定福利費 ２月分法定福利費 46
令和2年2月28日 賃借料 タウン推進局執務室の賃料（令和２年１月分） 87,104
令和2年2月28日 負担金、補助金及び交付金 タウン推進局執務室の共益費（令和２年１月分） 43,996
令和2年3月2日 通信運搬費 執務室電話・FAX使用経費（１月分） 2,759

令和2年3月16日 通信運搬費 ISDN回線月額経費（２月分） 3,973
令和2年3月17日 賃借料 財務会計システム端末機等賃借（２月分） 79,164
令和2年3月17日 通信運搬費 郵便切手の購入 11,960
令和2年3月17日 手数料 事業用定期借地用地に係る不動産鑑定評価業務 286,398
令和2年3月17日 旅費 ２月分旅費 1,260
令和2年3月17日 旅費 ２月分旅費 1,460
令和2年3月17日 旅費 ２月分旅費 1,703
令和2年3月17日 給料 ３月分給料 766,324
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令和元年度　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 ： 令和2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

支払日 節・細節名 支払内容 支払額（円）

令和2年3月17日 手当等 ３月分手当 324,519
令和2年3月17日 印刷製本費 電子複写サービスにかかる経費（２月分） 1,043
令和2年3月17日 負担金、補助金及び交付金 咲洲庁舎執務室電気代１月分 103
令和2年3月17日 備消耗品費 事務用品「PPC用紙（A4）」他21件の購入 5,467
令和2年3月17日 手数料 公金支払サービス利用手数料（２月分） 2,750
令和2年3月17日 負担金、補助金及び交付金 令和元年度企業会計職員健康診断費用 17,388
令和2年3月24日 法定福利費 ３月分法定福利費 65,282
令和2年3月24日 法定福利費 ３月分法定福利費 8,498
令和2年3月24日 法定福利費 ３月分法定福利費 184,992
令和2年3月24日 法定福利費 ３月分法定福利費 154
令和2年3月24日 法定福利費 ３月分法定福利費 10,575
令和2年3月24日 法定福利費 ３月分法定福利費 46
令和2年3月24日 委託料 阪南スカイタウン用地測量業務 1,615,900
令和2年3月25日 支払利息 第148回大阪府公募公債利金 6,600
令和2年3月25日 企業債手数料及び取扱費 第148回大阪府公募公債手数料 10,890
令和2年3月31日 賃借料 タウン推進局執務室の賃料（令和２年２月分） 87,104
令和2年3月31日 負担金、補助金及び交付金 タウン推進局執務室の共益費（令和２年２月分） 43,996
令和2年3月31日 旅費 大阪府まちづくり促進事業財産評価審査会費用弁償 460
令和2年3月31日 旅費 大阪府まちづくり促進事業財産評価審査会費用弁償 360
令和2年3月31日 旅費 大阪府まちづくり促進事業財産評価審査会費用弁償 360
令和2年3月31日 報酬 大阪府まちづくり促進事業財産評価審査会委員報酬 8,050
令和2年3月31日 報酬 大阪府まちづくり促進事業財産評価審査会委員報酬 8,050
令和2年3月31日 報酬 大阪府まちづくり促進事業財産評価審査会委員報酬 8,050
令和2年3月31日 通信運搬費 執務室電話・FAX使用経費（2月分） 3,005
令和2年3月31日 手数料 りんくうタウン産業用地に係る不動産鑑定評価業務 39,916
令和2年3月31日 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 28,026
令和2年3月31日 負担金、補助金及び交付金 職員端末機（H30調達分）まち会計分負担金 146,556
令和2年3月31日 負担金、補助金及び交付金 行政文書管理システム運営負担金 13,153
令和2年3月31日 負担金、補助金及び交付金 公印の新調に係る負担金 10,081
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