
令和２年度　公金支出情報(企業会計）【住宅まちづくり部　まちづくり戦略室】

最 新 公 表 月 ： 令和3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）

令和2年4月6日 未払金 財務会計システム端末機等賃借（３月分） 79,164
令和2年4月6日 未払金 照明器具修繕業務 3,481
令和2年4月10日 未払金 りんくうタウン産業用地（泉南市域）に係る不動産鑑定評価業務の所得税 4,084
令和2年4月10日 未払金 大阪府まちづくり促進事業財産評価審査会委員報酬に係る所得税 5,250
令和2年4月10日 未払金 ３月分所得税 35,280
令和2年4月10日 未払金 定期刊行物（新聞：第4四半期分） 2,259
令和2年4月10日 未払金 定期刊行物（新聞：第4四半期分） 2,397
令和2年4月10日 未払金 定期刊行物（新聞：第4四半期分） 1,041
令和2年4月10日 未払金 定期刊行物（新聞：第4四半期分） 1,041
令和2年4月15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 778
令和2年4月15日 未払金 咲洲庁舎執務室電気代2月分 86
令和2年4月15日 未払金 ISDN回線月額経費（３月分） 3,951
令和2年4月15日 未払金 まちづくり促進事業会計財務会計システム運用保守業務 977,889
令和2年4月15日 未払金 住宅用定期借地貸付料の収納金取扱手数料 237
令和2年4月15日 未払金 住宅用定期借地貸付料の収納金取扱手数料 1,056
令和2年4月15日 未払金 住宅用定期借地貸付料の収納金取扱手数料 528
令和2年4月17日 給料 ４月分給料 1,045,750
令和2年4月17日 手当等 ４月分手当 781,196
令和2年4月17日 未払金 ３月分旅費 2,306
令和2年4月17日 未払金 ３月分旅費 1,780
令和2年4月17日 未払金 ３月分旅費 8,050
令和2年4月17日 未払金 ３月分時間外勤務手当 79,417
令和2年4月17日 未払金 公金支払サービス利用手数料（３月分） 2,750
令和2年4月17日 未払金 住宅用定期借地貸付料の収納金取扱手数料 563
令和2年4月24日 前払費用 小口現金資金交付（３月分） 606
令和2年4月24日 法定福利費 4月分法定福利費 65,297
令和2年4月24日 法定福利費 4月分法定福利費 9,499
令和2年4月24日 法定福利費 4月分法定福利費 185,415
令和2年4月24日 法定福利費 4月分法定福利費 145

支払日

http://www.pref.osaka.lg.jp/yosan/bizlist/index.php?year=2020&acc=2&form=01&proc=


令和2年4月24日 法定福利費 4月分法定福利費 10,575
令和2年4月24日 法定福利費 4月分法定福利費 50
令和2年4月24日 未払金 定借契約保証金返還（RT） 8,211,864
令和2年4月24日 未払金 事業用定期借地貸付料（RT）　還付 22,273
令和2年4月24日 未払金 電子複写サービスにかかる経費（3月分） 1,040
令和2年4月27日 支払利息 第167回大阪府公募公債利金 7,278
令和2年4月27日 企業債手数料及び取扱費 第167回大阪府公募公債手数料 71,857
令和2年4月27日 未払費用 第167回大阪府公募公債利金（未払費用計上分） 36,272
令和2年4月30日 法定福利費 令和２年度地方公務員災害補償基金概算負担金の納付 31,849
令和2年4月30日 前払費用 小口現金資金交付 80,000
令和2年4月30日 未払金 タウン推進局執務室の賃料（令和２年３月分） 87,104
令和2年4月30日 未払金 タウン推進局執務室の共益費（令和２年３月分） 43,996
令和2年4月30日 未払金 ISDN回線開設・3月25日～3月31日回線使用料 12,206
令和2年4月30日 未払金 定期借地貸付料（ST)　３月分　還付 900
令和2年5月8日 未払金 不動産鑑定評価業務に係る所得税 29,302
令和2年5月8日 給料 ４月分所得税 54,550
令和2年5月8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2年5月15日 未払金 タウン推進局執務室の清掃委託負担金 72,671
令和2年5月15日 未払金 タウン推進局執務室の光熱水費負担金 87,182
令和2年5月15日 未払金 タウン推進局執務室のESCO事業負担金 82,537
令和2年5月15日 通信運搬費 ISDN回線月額経費（４月分） 4,226
令和2年5月15日 負担金、補助金及び交付金 国有資産等所在市町村交付金 13,750,800
令和2年5月15日 負担金、補助金及び交付金 国有資産等所在市町村交付金 319,409,100
令和2年5月15日 負担金、補助金及び交付金 国有資産等所在市町村交付金 27,634,200
令和2年5月15日 負担金、補助金及び交付金 国有資産等所在市町村交付金 53,584,300
令和2年5月18日 未払金 執務室電話・FAX使用経費（３月分） 3,200
令和2年5月18日 未払金 咲洲庁舎執務室電気代3月分 106
令和2年5月18日 未払金 咲洲庁舎執務室ダイヤルイン電話使用料 3,988
令和2年5月18日 給料 ５月分給料 707,791
令和2年5月18日 給料 ５月分地共済掛金 65,208
令和2年5月18日 給料 ５月分地共済掛金 9,498
令和2年5月18日 給料 ５月分地共済掛金 10,575
令和2年5月18日 給料 ５月分地共済掛金 129,015
令和2年5月18日 給料 ５月分地共済掛金 27,913
令和2年5月18日 給料 ５月分住民税 91,200
令和2年5月18日 給料 ５月分財形貯蓄 5,000
令和2年5月18日 手当等 ５月分手当 393,056
令和2年5月18日 旅費 ４月分旅費 1,850
令和2年5月18日 旅費 ４月分旅費 780



令和2年5月22日 印刷製本費 電子複写サービス（4月分） 1,277
令和2年5月22日 手数料 公金支払サービス利用手数料（４月分） 11,000
令和2年5月22日 法定福利費 5月分法定福利費 65,297
令和2年5月22日 法定福利費 5月分法定福利費 9,499
令和2年5月22日 法定福利費 5月分法定福利費 185,415
令和2年5月22日 法定福利費 5月分法定福利費 145
令和2年5月22日 法定福利費 5月分法定福利費 10,575
令和2年5月22日 法定福利費 5月分法定福利費 50
令和2年5月29日 賃借料 まちづくり戦略室タウン管理課執務室の賃料（4月分） 59,757
令和2年5月29日 通信運搬費 執務室電話・FAX使用経費（４月分） 1,960
令和2年5月29日 通信運搬費 ISDN回線月額経費（４月分） 3,968
令和2年5月29日 負担金、補助金及び交付金 まちづくり戦略室タウン管理課執務室の共益費（4月分） 30,182
令和2年6月10日 給料 ５月分所得税 54,100
令和2年6月10日 賃借料 財務会計システム端末機等賃借（５月分） 79,164
令和2年6月17日 前払費用 小口現金資金交付（５月分） 2,042
令和2年6月17日 旅費 ５月分旅費 460
令和2年6月17日 給料 ６月分給料 702,931
令和2年6月17日 手当等 ６月分手当 372,949
令和2年6月17日 給料 ６月分地共済掛金 65,208
令和2年6月17日 給料 ６月分地共済掛金 9,498
令和2年6月17日 給料 ６月分地共済掛金 10,575
令和2年6月17日 給料 ６月分地共済掛金 129,015
令和2年6月17日 給料 ６月分地共済掛金 27,913
令和2年6月17日 給料 ６月分住民税 97,700
令和2年6月17日 給料 ６月分財形貯蓄（１名分） 5,000
令和2年6月17日 手数料 公金支払サービス利用手数料（５月分） 11,000
令和2年6月24日 未払費用 第135・157・168回大阪府公募公債利金（未払費用計上分） 134,957
令和2年6月24日 支払利息 第135・157・168回大阪府公募公債利金 126,043
令和2年6月24日 企業債手数料及び取扱費 第135・157・168回大阪府公募公債手数料 430,649
令和2年6月24日 印刷製本費 電子複写サービス 1,416
令和2年6月24日 通信運搬費 書庫２台購入に係る送料 292
令和2年6月24日 備消耗品費 指定物品「書棚２種」の購入について 4,270
令和2年6月24日 通信運搬費 ISDN回線月額経費（５月分） 3,922
令和2年6月26日 賃借料 NHK受信料 825
令和2年6月26日 法定福利費 6月分法定福利費 65,297
令和2年6月26日 法定福利費 6月分法定福利費 9,499
令和2年6月26日 法定福利費 6月分法定福利費 185,415
令和2年6月26日 法定福利費 6月分法定福利費 145
令和2年6月26日 法定福利費 6月分法定福利費 10,575



令和2年6月26日 法定福利費 6月分法定福利費 50
令和2年6月30日 通信運搬費 郵便切手の購入 840
令和2年6月30日 賞与引当金 期末勤勉手当（6月分） 2,195,791
令和2年6月30日 手当等 期末勤勉手当（6月分） 257,610
令和2年6月30日 手当等 期末勤勉手当（6月分）地共済掛金 146,741
令和2年6月30日 手当等 期末勤勉手当（6月分）地共済掛金 22,120
令和2年6月30日 手当等 期末勤勉手当（6月分）地共済掛金 24,202
令和2年6月30日 手当等 期末勤勉手当（6月分）地共済掛金 295,270
令和2年6月30日 通信運搬費 執務室電話・FAX使用経費（５月分） 2,045
令和2年6月30日 賃借料 まちづくり戦略室タウン管理課執務室の賃料（5月分） 59,757
令和2年6月30日 負担金、補助金及び交付金 まちづくり戦略室タウン管理課執務室の共益費（5月分） 30,182
令和2年6月30日 備消耗品費 事務用品「PPC用紙（A4）」他6件の購入 2,819
令和2年7月10日 給料 ６月分所得税 420,712
令和2年7月15日 法定福利費引当金 期末勤勉手当６月分法定福利費（引当金分） 97,516
令和2年7月15日 法定福利費引当金 期末勤勉手当６月分法定福利費（引当金分） 18,133
令和2年7月15日 法定福利費引当金 期末勤勉手当６月分法定福利費（引当金分） 288,686
令和2年7月15日 法定福利費引当金 期末勤勉手当６月分法定福利費（引当金分） 226
令和2年7月15日 法定福利費引当金 期末勤勉手当６月分法定福利費（引当金分） 16,464
令和2年7月15日 法定福利費 期末勤勉手当６月分法定福利費 49,425
令和2年7月15日 法定福利費 期末勤勉手当６月分法定福利費 3,987
令和2年7月15日 法定福利費 期末勤勉手当６月分法定福利費 135,665
令和2年7月15日 法定福利費 期末勤勉手当６月分法定福利費 107
令和2年7月15日 法定福利費 期末勤勉手当６月分法定福利費 7,738
令和2年7月15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2年7月15日 備消耗品費 定期刊行物（新聞）経費 1,548
令和2年7月15日 備消耗品費 定期刊行物（新聞）経費 1,644
令和2年7月15日 備消耗品費 定期刊行物（新聞）経費 714
令和2年7月15日 備消耗品費 定期刊行物（新聞）経費 714
令和2年7月17日 前払費用 小口現金資金交付（６月分） 1,493
令和2年7月17日 給料 ７月分給料 698,280
令和2年7月17日 手当等 ７月分手当 329,741
令和2年7月17日 給料 ７月分地共済掛金 67,869
令和2年7月17日 給料 ７月分地共済掛金 9,498
令和2年7月17日 給料 ７月分地共済掛金 11,025
令和2年7月17日 給料 ７月分地共済掛金 134,505
令和2年7月17日 給料 ７月分地共済掛金 27,913
令和2年7月17日 給料 ７月分住民税 95,800
令和2年7月17日 給料 ７月分財形貯蓄（１名分） 5,000
令和2年7月17日 旅費 ６月分旅費 1,320



令和2年7月17日 手数料 りんくうタウン産業用地（泉南市域）にかかる不動産鑑定評価業務 39,916
令和2年7月22日 法定福利費 7月分法定福利費 67,962
令和2年7月22日 法定福利費 7月分法定福利費 9,499
令和2年7月22日 法定福利費 7月分法定福利費 193,305
令和2年7月22日 法定福利費 7月分法定福利費 151
令和2年7月22日 法定福利費 7月分法定福利費 11,025
令和2年7月22日 法定福利費 7月分法定福利費 50
令和2年7月22日 手数料 公金支払サービス利用手数料（６月分） 11,000
令和2年7月28日 支払利息 第158回大阪府公募公債利金 61,703
令和2年7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7月28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2年7月31日 賃借料 まちづくり戦略室タウン管理課執務室の賃料（6月分） 59,757
令和2年7月31日 負担金、補助金及び交付金 まちづくり戦略室タウン管理課執務室の共益費（6月分） 30,182
令和2年7月31日 印刷製本費 電子複写サービス（6月分） 1,688
令和2年7月31日 備消耗品費 法規集追録（ぎょうせい）経費 2,973
令和2年7月31日 通信運搬費 ISDN回線月額経費（６月分） 3,941
令和2年7月31日 通信運搬費 執務室電話・FAX使用経費（６月分） 1,911
令和2年8月7日 手数料 りんくうタウン産業用地（泉南市域）にかかる不動産鑑定評価業務に係る所得税 4,084
令和2年8月7日 給料 ７月分所得税 50,410
令和2年8月7日 報酬 令和２年度第１回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8月7日 報酬 令和２年度第１回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8月7日 報酬 令和２年度第１回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8月7日 旅費 令和２年度第１回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8月7日 旅費 令和２年度第１回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8月7日 旅費 令和２年度第１回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8月17日 前払費用 小口現金資金交付（７月分） 1,615
令和2年8月17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2年8月17日 旅費 ７月分旅費 1,770
令和2年8月17日 旅費 ７月分旅費 2,780
令和2年8月17日 給料 ８月分給与 697,090
令和2年8月17日 手当等 ８月分手当 363,111
令和2年8月17日 給料 ８月分住民税 95,800
令和2年8月17日 給料 ８月分財形貯蓄（１名分） 5,000
令和2年8月17日 給料 ８月分地共済掛金 67,869
令和2年8月17日 給料 ８月分地共済掛金 9,498
令和2年8月17日 給料 ８月分地共済掛金 11,025
令和2年8月17日 給料 ８月分地共済掛金 134,505
令和2年8月17日 給料 ８月分地共済掛金 27,913
令和2年8月17日 手数料 公金支払サービス利用手数料（７月分） 11,000



令和2年8月24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2年8月24日 支払利息 第127回大阪府公募公債利金 20,647
令和2年8月24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 41,588
令和2年8月24日 法定福利費 8月分法定福利費 67,962
令和2年8月24日 法定福利費 8月分法定福利費 9,499
令和2年8月24日 法定福利費 8月分法定福利費 193,305
令和2年8月24日 法定福利費 8月分法定福利費 151
令和2年8月24日 法定福利費 8月分法定福利費 11,025
令和2年8月24日 法定福利費 8月分法定福利費 50
令和2年8月25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2年8月25日 支払利息 第136回大阪府公募公債利金 67,061
令和2年8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8月25日 印刷製本費 電子複写サービス（７月分） 1,898
令和2年8月31日 通信運搬費 ISDN回線月額経費（７月分） 3,931
令和2年8月31日 賃借料 まちづくり戦略室タウン管理課執務室の賃料（7月分） 59,757
令和2年8月31日 負担金、補助金及び交付金 まちづくり戦略室タウン管理課執務室の共益費（7月分） 30,182
令和2年8月31日 通信運搬費 執務室電話・FAX使用経費（７月分） 2,040
令和2年9月10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に係る所得税 1,750
令和2年9月10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に係る所得税 1,750
令和2年9月10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に係る所得税 1,750
令和2年9月10日 給与 ８月分所得税 51,600
令和2年9月10日 法定福利費 令和元年度地方公務員災害補償基金負担金 154
令和2年9月10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2年9月17日 旅費 ８月分旅費 1,740
令和2年9月17日 旅費 ８月分旅費 3,240
令和2年9月17日 前払費用 小口現金資金交付（８月分） 7,720
令和2年9月17日 給料 ９月分給料 690,901
令和2年9月17日 手当等 ９月分手当 401,184
令和2年9月17日 給料 ９月分地共済掛金 69,200
令和2年9月17日 給料 ９月分地共済掛金 9,746
令和2年9月17日 給料 ９月分地共済掛金 11,250
令和2年9月17日 給料 ９月分地共済掛金 137,250
令和2年9月17日 給料 ９月分地共済掛金 27,913
令和2年9月17日 給与 ９月分住民税 95,800
令和2年9月17日 給与 ９月分財形貯蓄（１名分） 5,000
令和2年9月17日 旅費 管外旅費（９月10日～９月11日） 1,500
令和2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2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2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 10,890



令和2年9月25日 法定福利費 9月分法定福利費 69,295
令和2年9月25日 法定福利費 9月分法定福利費 9,746
令和2年9月25日 法定福利費 9月分法定福利費 197,250
令和2年9月25日 法定福利費 9月分法定福利費 154
令和2年9月25日 法定福利費 9月分法定福利費 11,250
令和2年9月25日 法定福利費 9月分法定福利費 14,975
令和2年9月25日 法定福利費 法定福利費（共済長期追加費用） 478,836
令和2年9月25日 法定福利費 法定福利費（共済長期追加費用） 28,764
令和2年9月25日 手数料 公金支払サービス利用手数料（８月分） 11,000
令和2年9月30日 印刷製本費 電子複写サービス（８月分） 1,582
令和2年9月30日 賃借料 まちづくり戦略室タウン管理課執務室の賃料（8月分） 59,757
令和2年9月30日 負担金、補助金及び交付金 まちづくり戦略室タウン管理課執務室の共益費（8月分） 30,182
令和2年9月30日 通信運搬費 ISDN回線月額経費（８月分） 3,931
令和2年9月30日 通信運搬費 執務室電話・FAX使用経費（８月分） 1,868
令和2年10月9日 給料 ９月分所得税 53,240
令和2年10月9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2年10月9日 備消耗品費 トナーカートリッジ 25,300
令和2年10月15日 備消耗品費 定期刊行物（新聞）経費 1,548
令和2年10月15日 備消耗品費 定期刊行物（新聞）経費 1,644
令和2年10月15日 備消耗品費 定期刊行物（新聞）経費 714
令和2年10月15日 備消耗品費 定期刊行物（新聞）経費 714
令和2年10月16日 前払費用 小口現金資金交付（９月分） 4,443
令和2年10月16日 給料 １０月分給料 691,541
令和2年10月16日 給料 １０月分地共済掛金 69,200
令和2年10月16日 給料 １０月分地共済掛金 9,746
令和2年10月16日 給料 １０月分地共済掛金 11,250
令和2年10月16日 給料 １０月分地共済掛金 137,250
令和2年10月16日 給料 １０月分地共済掛金 27,913
令和2年10月16日 給料 １０月分住民税 95,800
令和2年10月16日 給料 １０月分財形貯蓄（１名分） 5,000
令和2年10月16日 手数料 公金支払サービス利用手数料（９月分） 11,000
令和2年10月16日 手当等 １０月分手当 837,154
令和2年10月16日 法定福利費 10月分法定福利費 69,295
令和2年10月16日 法定福利費 10月分法定福利費 9,746
令和2年10月16日 法定福利費 10月分法定福利費 197,250
令和2年10月16日 法定福利費 10月分法定福利費 154
令和2年10月16日 法定福利費 10月分法定福利費 11,250
令和2年10月16日 法定福利費 10月分法定福利費 50
令和2年10月16日 旅費 ９月分旅費 3,150



令和2年10月16日 旅費 ９月分旅費 410
令和2年10月28日 企業債手数料及び取扱費 第167回大阪府公募公債手数料 71,857
令和2年10月28日 支払利息 第167回大阪府公募公債利金 43,550
令和2年10月30日 印刷製本費 電子複写サービス（９月分） 503
令和2年10月30日 賃借料 まちづくり戦略室タウン管理課執務室の賃料（9月分） 59,757
令和2年10月30日 備消耗品費 法規集追録（ぎょうせい）経費 7,277
令和2年10月30日 負担金、補助金及び交付金 まちづくり戦略室タウン管理課執務室の共益費（9月分） 30,182
令和2年11月2日 通信運搬費 執務室電話・FAX使用経費（９月分） 1,783
令和2年11月2日 通信運搬費 ISDN回線月額経費（９月分） 3,922
令和2年11月5日 印刷製本費 令和元年度監査委員意見書の印刷製本 26,070
令和2年11月10日 給料 １０月分所得税 52,600
令和2年11月17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2年11月17日 前払費用 小口現金資金交付（10月分） 972
令和2年11月17日 旅費 １０月分旅費 2,490
令和2年11月17日 旅費 １０月分旅費 320
令和2年11月17日 旅費 １０月分旅費 1,600
令和2年11月17日 給料 １１月分給料 689,931
令和2年11月17日 手当等 １１月分手当 413,163
令和2年11月17日 給料 １１月分地共済掛金 69,200
令和2年11月17日 給料 １１月分地共済掛金 9,746
令和2年11月17日 給料 １１月分地共済掛金 11,250
令和2年11月17日 給料 １１月分地共済掛金 137,250
令和2年11月17日 給料 １１月分地共済掛金 27,913
令和2年11月17日 給料 １１月分住民税 95,800
令和2年11月17日 給料 １１月分財形貯蓄（１名分） 5,000
令和2年11月17日 手数料 公金支払サービス利用手数料（10月分） 11,000
令和2年11月24日 法定福利費 11月分法定福利費 69,295
令和2年11月24日 法定福利費 11月分法定福利費 9,746
令和2年11月24日 法定福利費 11月分法定福利費 197,250
令和2年11月24日 法定福利費 11月分法定福利費 154
令和2年11月24日 法定福利費 11月分法定福利費 11,250
令和2年11月24日 法定福利費 11月分法定福利費 50
令和2年11月30日 賃借料 まちづくり戦略室タウン管理課執務室の賃料（10月分） 59,757
令和2年11月30日 負担金、補助金及び交付金 まちづくり戦略室タウン管理課執務室の共益費（10月分） 30,182
令和2年11月30日 印刷製本費 電子複写サービス（10月分） 3,834
令和2年11月30日 通信運搬費 ISDN回線月額経費（10月分） 3,960
令和2年11月30日 通信運搬費 執務室電話・FAX使用経費（10月分） 1,882
令和2年12月10日 負担金、補助金及び交付金 公印の新調 311
令和2年12月10日 印刷製本費 角形２号及び長形３号封筒の購入 1,817



令和2年12月10日 手当等 12月分期末勤勉手当 2,308,002
令和2年12月10日 手当等 12月期末勤勉手当分（共済掛金） 143,459
令和2年12月10日 手当等 12月期末勤勉手当分（共済掛金） 21,615
令和2年12月10日 手当等 12月期末勤勉手当分（共済掛金） 23,917
令和2年12月10日 手当等 12月期末勤勉手当分（共済掛金） 291,793
令和2年12月10日 手当等 12月期末勤勉手当分（共済掛金） 77,085
令和2年12月10日 給料 １１月分所得税 54,210
令和2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2年12月10日 賃借料 咲洲庁舎執務室賃借料（４月分） 16,120
令和2年12月10日 負担金、補助金及び交付金 咲洲庁舎執務室共益費（４月分） 45,084
令和2年12月10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） 2,611
令和2年12月10日 賃借料 咲洲庁舎執務室賃借料（５月分） 16,120
令和2年12月10日 負担金、補助金及び交付金 咲洲庁舎執務室共益費（５月分） 45,084
令和2年12月10日 負担金、補助金及び交付金 咲洲庁舎執務室電気代（５月分） 2,410
令和2年12月10日 賃借料 咲洲庁舎執務室賃借料（６月分） 16,120
令和2年12月10日 負担金、補助金及び交付金 咲洲庁舎執務室共益費（６月分） 45,084
令和2年12月10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） 2,587
令和2年12月10日 賃借料 咲洲庁舎執務室賃借料（７月分） 16,120
令和2年12月10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） 45,084
令和2年12月10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） 2,838
令和2年12月10日 賃借料 咲洲庁舎執務室賃借料（８月分） 16,120
令和2年12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） 45,084
令和2年12月10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） 3,014
令和2年12月10日 賃借料 咲洲庁舎執務室賃借料（９月分） 16,120
令和2年12月10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） 45,084
令和2年12月10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） 2,623
令和2年12月10日 賃借料 咲洲庁舎執務室賃借料（10月分） 16,120
令和2年12月10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） 45,084
令和2年12月10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） 2,385
令和2年12月10日 賃借料 咲洲庁舎執務室賃借料（11月分） 16,120
令和2年12月10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） 45,084
令和2年12月10日 賃借料 咲洲庁舎執務室賃借料（12月分） 16,120
令和2年12月10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） 45,084
令和2年12月10日 賃借料 咲洲庁舎執務室賃借料（１月分） 16,120
令和2年12月10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） 45,084
令和2年12月15日 法定福利費 期末勤勉手当12月分法定福利費 143,654
令和2年12月15日 法定福利費 期末勤勉手当12月分法定福利費 21,616
令和2年12月15日 法定福利費 期末勤勉手当12月分法定福利費 419,354
令和2年12月15日 法定福利費 期末勤勉手当12月分法定福利費 329



令和2年12月15日 法定福利費 期末勤勉手当12月分法定福利費 23,917
令和2年12月17日 旅費 １１月分旅費 1,450
令和2年12月17日 旅費 １１月分旅費 780
令和2年12月17日 給料 １２月分給料 744,141
令和2年12月17日 手当等 １２月分手当 363,965
令和2年12月17日 給料 １２月分地共済掛金 69,200
令和2年12月17日 給料 １２月分地共済掛金 9,746
令和2年12月17日 給料 １２月分地共済掛金 11,250
令和2年12月17日 給料 １２月分地共済掛金 137,250
令和2年12月17日 給料 １２月分地共済掛金 27,913
令和2年12月17日 給料 １２月分住民税 95,800
令和2年12月17日 給料 １２月分財形貯蓄（１名分） 5,000
令和2年12月17日 手当等 令和２年分年末調整に伴う所得税還付 23,688
令和2年12月17日 通信運搬費 郵便切手の購入 840
令和2年12月17日 備消耗品費 職員端末機ＡＣアダプタ 10,120
令和2年12月17日 手数料 公金支払サービス利用手数料（11月分） 11,000
令和2年12月23日 企業債手数料及び取扱費 第135回、第157回、第168回大阪府公募公債手数料 430,649
令和2年12月23日 支払利息 第135回、第157回、第168回大阪府公募公債利金 261,000
令和2年12月23日 法定福利費 12月分法定福利費 69,295
令和2年12月23日 法定福利費 12月分法定福利費 9,746
令和2年12月23日 法定福利費 12月分法定福利費 197,250
令和2年12月23日 法定福利費 12月分法定福利費 154
令和2年12月23日 法定福利費 12月分法定福利費 11,250
令和2年12月23日 法定福利費 12月分法定福利費 50
令和2年12月23日 備消耗品費 事務用品「PPC用紙（A4）」他12件 4,607
令和2年12月23日 賃借料 咲洲庁舎執務室賃借料（２月分） 16,120
令和2年12月23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） 45,084
令和2年12月24日 印刷製本費 電子複写サービス（11月分） 1,602
令和2年12月28日 賃借料 まちづくり戦略室タウン管理課執務室の賃料（11月分） 59,757
令和2年12月28日 負担金、補助金及び交付金 まちづくり戦略室タウン管理課執務室の共益費（11月分） 30,182
令和2年12月28日 負担金、補助金及び交付金 「液晶テレビ他６件」の購入に係る負担金 13,603
令和3年1月4日 通信運搬費 ISDN回線月額経費（11月分） 3,922
令和3年1月4日 通信運搬費 執務室電話・FAX使用経費（11月分） 1,810
令和3年1月8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） 2,288
令和3年1月8日 給料 １２月分所得税 346,518
令和3年1月15日 備消耗品費 定期刊行物（新聞）経費 1,548
令和3年1月15日 備消耗品費 定期刊行物（新聞）経費 1,644
令和3年1月15日 備消耗品費 定期刊行物（新聞）経費 714
令和3年1月15日 備消耗品費 定期刊行物（新聞）経費 714



令和3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3年1月18日 旅費 １２月分旅費 1,510
令和3年1月18日 旅費 １２月分旅費 420
令和3年1月18日 前払費用 小口現金資金交付（12月分） 399
令和3年1月18日 給料 １月分給料 701,071
令和3年1月18日 手当等 １月分手当 328,393
令和3年1月18日 給料 １月分地共済掛金 69,200
令和3年1月18日 給料 １月分地共済掛金 9,746
令和3年1月18日 給料 １月分地共済掛金 11,250
令和3年1月18日 給料 １月分地共済掛金 137,250
令和3年1月18日 給料 １月分地共済掛金 27,913
令和3年1月18日 給料 １月分住民税 95,800
令和3年1月18日 給料 １月分財形貯蓄（１名分） 5,000
令和3年1月18日 法定福利費 1月分法定福利費 69,295
令和3年1月18日 法定福利費 1月分法定福利費 9,746
令和3年1月18日 法定福利費 1月分法定福利費 197,250
令和3年1月18日 法定福利費 1月分法定福利費 154
令和3年1月18日 法定福利費 1月分法定福利費 11,250
令和3年1月18日 法定福利費 1月分法定福利費 50
令和3年1月22日 手数料 公金支払サービス利用手数料（12月分） 11,000
令和3年1月27日 支払利息 第158回大阪府公募公債利金 91,925
令和3年1月27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3年1月29日 印刷製本費 電子複写サービス（12月分） 1,471
令和3年1月29日 備消耗品費 法規集追録（ぎょうせい）経費 819
令和3年1月29日 賃借料 まちづくり戦略室タウン管理課執務室の賃料（12月分） 59,757
令和3年1月29日 負担金、補助金及び交付金 まちづくり戦略室タウン管理課執務室の共益費（12月分） 30,182
令和3年1月29日 賃借料 咲洲庁舎執務室賃借料（３月分） 16,120
令和3年1月29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） 45,084
令和3年1月29日 企業債手数料及び取扱費 第179回大阪府公募公債発行手数料 415,082
令和3年1月29日 企業債手数料及び取扱費 第179回大阪府公募公債発行手数料 7,577,020
令和3年2月1日 通信運搬費 ISDN回線月額経費（12月分） 3,960
令和3年2月1日 通信運搬費 執務室電話・FAX使用経費（12月分） 1,767
令和3年2月10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） 2,438
令和3年2月10日 給料 １月分所得税 49,770
令和3年2月10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3年2月17日 旅費 １月分旅費 390
令和3年2月17日 旅費 １月分旅費 3,020
令和3年2月17日 給料 ２月分給料 724,776
令和3年2月17日 手当等 ２月分手当 217,366



令和3年2月17日 給料 ２月分地共済掛金 61,215
令和3年2月17日 給料 ２月分地共済掛金 8,259
令和3年2月17日 給料 ２月分地共済掛金 10,350
令和3年2月17日 給料 ２月分地共済掛金 126,270
令和3年2月17日 給料 ２月分住民税 82,800
令和3年2月17日 給料 ２月分財形貯蓄（１名分） 5,000
令和3年2月17日 法定福利費 2月分法定福利費 61,299
令和3年2月17日 法定福利費 2月分法定福利費 8,260
令和3年2月17日 法定福利費 2月分法定福利費 181,470
令和3年2月17日 法定福利費 2月分法定福利費 142
令和3年2月17日 法定福利費 2月分法定福利費 10,350
令和3年2月17日 法定福利費 2月分法定福利費 50
令和3年2月17日 手数料 公金支払サービス利用手数料（１月分） 11,000
令和3年2月24日 支払利息 第127回、第136回大阪府公募公債利金 106,525
令和3年2月24日 企業債手数料及び取扱費 第127回、第136回大阪府公募公債手数料 217,354
令和3年2月24日 印刷製本費 電子複写サービス（１月分） 2,282
令和3年2月24日 備消耗品費 事務用品「PPC用紙（A4）他7件」の購入 3,922
令和3年2月26日 賃借料 まちづくり戦略室タウン管理課執務室の賃料（1月分） 59,757
令和3年2月26日 負担金、補助金及び交付金 まちづくり戦略室タウン管理課執務室の共益費（1月分） 30,182
令和3年3月1日 通信運搬費 ISDN回線月額経費（1月分） 3,942
令和3年3月1日 通信運搬費 執務室電話・FAX使用経費（１月分） 1,830
令和3年3月10日 給料 ２月分所得税 33,330
令和3年3月10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3年3月10日 手数料 りんくうタウン（泉佐野市域）に係る不動産鑑定評価業務（売買） 549,890
令和3年3月17日 前払費用 小口現金資金交付（２月分） 17,330
令和3年3月17日 旅費 ２月分旅費 780
令和3年3月17日 給料 ３月分給料 724,376
令和3年3月17日 手当等 ３月分手当 217,366
令和3年3月17日 給料 ３月分地共済掛金 61,215
令和3年3月17日 給料 ３月分地共済掛金 8,259
令和3年3月17日 給料 ３月分地共済掛金 10,350
令和3年3月17日 給料 ３月分地共済掛金 126,270
令和3年3月17日 給料 ３月分住民税 82,800
令和3年3月17日 給料 ３月分財形貯蓄（１名分） 5,000
令和3年3月17日 手数料 阪南スカイタウン（G-9街区）に係る不動産鑑定評価業務 39,916
令和3年3月17日 法定福利費 3月分法定福利費 61,299
令和3年3月17日 法定福利費 3月分法定福利費 8,260
令和3年3月17日 法定福利費 3月分法定福利費 181,470
令和3年3月17日 法定福利費 3月分法定福利費 142



令和3年3月17日 法定福利費 3月分法定福利費 10,350
令和3年3月17日 法定福利費 3月分法定福利費 50
令和3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） 2,031
令和3年3月17日 手数料 公金支払サービス利用手数料（２月分） 11,000
令和3年3月22日 他会計貸付金 一般会計への一時繰出金 9,000,000,000
令和3年3月22日 他会計貸付金 一般会計への一時繰出金 4,000,000,000
令和3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3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3年3月25日 印刷製本費 電子複写サービス（２月分） 1,197
令和3年3月25日 報酬 令和２年度第２回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3年3月25日 報酬 令和２年度第２回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3年3月25日 報酬 令和２年度第２回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3年3月25日 旅費 令和２年度第２回大阪府まちづくり促進事業財産評価審査会費用弁償 660
令和3年3月25日 旅費 令和２年度第２回大阪府まちづくり促進事業財産評価審査会費用弁償 560
令和3年3月25日 旅費 令和２年度第２回大阪府まちづくり促進事業財産評価審査会費用弁償 560
令和3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）まち会計負担金 146,556
令和3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 36,217
令和3年3月31日 賃借料 まちづくり戦略室タウン管理課執務室の賃料（2月分） 59,757
令和3年3月31日 負担金、補助金及び交付金 まちづくり戦略室タウン管理課執務室の共益費（2月分） 30,182
令和3年3月31日 手数料 二色の浜産業用地に係る不動産鑑定評価業務（売買） 330,000
令和3年3月31日 備消耗品費 事務用品「PPC用紙（A4）」他15件の購入 4,452
令和3年3月31日 負担金、補助金及び交付金 令和２年度企業会計職員健康診断費用 17,710
令和3年3月31日 通信運搬費 ISDN回線月額経費（2月分） 3,942
令和3年3月31日 委託料 阪南丘陵　用地測量業務 880,000
令和3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 14,081
令和3年3月31日 通信運搬費 執務室電話・FAX使用経費（２月分） 2,053


