
令和３年度 公金支出情報(企業会計）【大阪都市計画局 拠点開発室】

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 ） ： 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3年4月5日 未払金 阪南スカイタウン（G-9街区）に係る不動産鑑定評価業務の所得税 4,084
令和3年4月5日 未払金 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に係る所得税 1,750
令和3年4月5日 未払金 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に係る所得税 1,750
令和3年4月5日 未払金 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に係る所得税 1,750
令和3年4月5日 未払金 ３月分所得税 33,730

令和3年4月16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3年4月16日 未払金 ３月分旅費 1,750
令和3年4月16日 未払金 ３月分旅費 1,170
令和3年4月16日 未払金 定期刊行物（新聞）経費 1,548
令和3年4月16日 未払金 定期刊行物（新聞）経費 1,644
令和3年4月16日 未払金 定期刊行物（新聞）経費 714
令和3年4月16日 未払金 定期刊行物（新聞）経費 714
令和3年4月16日 未払金 咲洲庁舎執務室電気代（２月分） 1,799
令和3年4月16日 未払金 ３月分時間外勤務手当 84,219
令和3年4月16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3年4月16日 給料 ４月分給料 686,587
令和3年4月16日 手当等 ４月分手当 702,070
令和3年4月16日 給料 ４月分住民税 85,500
令和3年4月16日 給料 ４月分財形貯蓄 40,000
令和3年4月16日 給料 ４月分地共済掛金 66,539
令和3年4月16日 給料 ４月分地共済掛金 9,744
令和3年4月16日 給料 ４月分地共済掛金 11,250
令和3年4月16日 給料 ４月分地共済掛金 137,250
令和3年4月23日 未払金 シュレッダーの購入 4,649
令和3年4月23日 未払金 公金支払サービス利用手数料（３月分） 11,000
令和3年4月23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3年4月23日 未払金 住宅用定期借地貸付料の収納金取扱手数料 211
令和3年4月23日 未払金 住宅用定期借地貸付料の収納金取扱手数料 1,135
令和3年4月23日 未払金 住宅用定期借地貸付料の収納金取扱手数料 448

支払日



令和3年4月23日 法定福利費 4月分法定福利費 66,630
令和3年4月23日 法定福利費 4月分法定福利費 9,744
令和3年4月23日 法定福利費 4月分法定福利費 197,250
令和3年4月23日 法定福利費 4月分法定福利費 150
令和3年4月23日 法定福利費 4月分法定福利費 11,250
令和3年4月23日 法定福利費 4月分法定福利費 50
令和3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3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3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3年4月30日 未払金 まちづくり戦略室タウン管理課執務室の賃料（3月分） 59,757
令和3年4月30日 未払金 まちづくり戦略室タウン管理課執務室の共益費（3月分） 30,182
令和3年4月30日 未払金 まちづくり戦略室タウン管理課執務室の清掃委託負担金 50,313
令和3年4月30日 未払金 まちづくり戦略室タウン管理課の光熱水費負担金 44,423
令和3年4月30日 未払金 電子複写サービス（３月） 502
令和3年4月30日 未払金 執務室電話・FAX使用経費（3月分） 1,958
令和3年4月30日 未払金 咲洲庁舎執務室電気代（３月分） 2,016
令和3年4月30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 1,716
令和3年4月30日 法定福利費 令和３年度地方公務員災害補償基金概算負担金 31,220
令和3年4月30日 前払金 小口現金資金交付（３月分） 3,111
令和3年5月7日 未払金 咲洲庁舎執務室ダイヤルイン使用料 6,860
令和3年5月10日 給料 ４月分所得税 61,930
令和3年5月12日 未払金 電子複写サービス（３月分・咲洲） 1,816
令和3年5月17日 旅費 ４月分旅費 3,448
令和3年5月17日 旅費 ４月分旅費 1,440
令和3年5月17日 旅費 ４月分旅費 5,160
令和3年5月17日 通信運搬費 ISDN回線月額経費（４月分） 4,832
令和3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3年5月17日 給料 ５月分給料 683,177
令和3年5月17日 手当等 ５月分手当 366,685
令和3年5月17日 給料 ５月分住民税 85,500
令和3年5月17日 給料 ５月分財形貯蓄 40,000
令和3年5月17日 給料 ５月分地共済掛金 66,539
令和3年5月17日 給料 ５月分地共済掛金 9,744
令和3年5月17日 給料 ５月分地共済掛金 11,250
令和3年5月17日 給料 ５月分地共済掛金 137,250
令和3年5月17日 法定福利費 ５月分法定福利費 66,630
令和3年5月17日 法定福利費 ５月分法定福利費 9,744
令和3年5月17日 法定福利費 ５月分法定福利費 197,250
令和3年5月17日 法定福利費 ５月分法定福利費 150



令和3年5月17日 法定福利費 ５月分法定福利費 11,250
令和3年5月17日 法定福利費 ５月分法定福利費 50
令和3年5月24日 賃借料 まちづくり戦略室タウン管理課執務室（４月分）の賃料 131,668
令和3年5月24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（４月分）の共益費 66,505
令和3年5月24日 備消耗品費 事務用品「PPC用紙（A4)」他14件 11,726
令和3年5月26日 賃借料 NHK受信料 1,774
令和3年5月31日 未払金 ISDN回線月額経費（３月分） 3,923
令和3年5月31日 手数料 公金支払サービス利用手数料（４月分） 11,000
令和3年5月31日 通信運搬費 ISDN回線月額経費（４月分・咲洲） 3,923
令和3年5月31日 印刷製本費 電子複写サービス（４月分） 1,278
令和3年5月31日 通信運搬費 執務室電話・FAX使用経費（４月分） 4,085
令和3年6月8日 給料 ５月分所得税 65,340
令和3年6月17日 旅費 ５月分旅費 6,896
令和3年6月17日 旅費 ５月分旅費 720
令和3年6月17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3年6月17日 印刷製本費 電子複写サービス（５月分） 1,276
令和3年6月17日 給料 ６月分給料 698,347
令和3年6月17日 手当等 ６月分手当 336,791
令和3年6月17日 給料 ６月分住民税 80,100
令和3年6月17日 給料 ６月分財形貯蓄 40,000
令和3年6月17日 法定福利費 ６月分法定福利費 66,630
令和3年6月17日 法定福利費 ６月分法定福利費 9,744
令和3年6月17日 法定福利費 ６月分法定福利費 197,250
令和3年6月17日 法定福利費 ６月分法定福利費 150
令和3年6月17日 法定福利費 ６月分法定福利費 11,250
令和3年6月17日 法定福利費 ６月分法定福利費 50
令和3年6月17日 給料 ６月分地共済掛金 66,539
令和3年6月17日 給料 ６月分地共済掛金 9,744
令和3年6月17日 給料 ６月分地共済掛金 11,250
令和3年6月17日 給料 ６月分地共済掛金 137,250
令和3年6月23日 未払費用 第135回・第157回・第168回大阪府公募公債利金（未払費用計上分） 134,957
令和3年6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 126,043
令和3年6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3年6月24日 手数料 公金支払サービス利用手数料（５月分） 11,000
令和3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） 131,668
令和3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） 66,505
令和3年6月30日 負担金、補助金及び交付金 国有財産等所在市町村交付金 10,715,800
令和3年6月30日 負担金、補助金及び交付金 国有財産等所在市町村交付金 319,409,100
令和3年6月30日 負担金、補助金及び交付金 国有財産等所在市町村交付金 19,911,700



令和3年6月30日 負担金、補助金及び交付金 国有財産等所在市町村交付金 47,143,800
令和3年6月30日 賞与引当金 期末勤勉手当（６月分） 1,953,757
令和3年6月30日 手当等 期末勤勉手当（６月分） 360,604
令和3年6月30日 手当等 期末勤勉手当（６月分）財形貯蓄 70,000
令和3年6月30日 手当等 期末勤勉手当（６月分）地共済掛金 147,230
令和3年6月30日 手当等 期末勤勉手当（６月分）地共済掛金 23,594
令和3年6月30日 手当等 期末勤勉手当（６月分）地共済掛金 23,617
令和3年6月30日 手当等 期末勤勉手当（６月分）地共済掛金 288,133
令和3年6月30日 通信運搬費 ISDN回線月額経費（５月分・咲洲） 2,070
令和3年6月30日 通信運搬費 執務室電話・FAX使用経費（５月分） 4,113
令和3年7月9日 給料 ６月分所得税 509,152
令和3年7月9日 法定福利費 期末勤勉手当６月分法定福利費 60,692
令和3年7月9日 法定福利費 期末勤勉手当６月分法定福利費 6,606
令和3年7月9日 法定福利費 期末勤勉手当６月分法定福利費 157,319
令和3年7月9日 法定福利費 期末勤勉手当６月分法定福利費 120
令和3年7月9日 法定福利費 期末勤勉手当６月分法定福利費 8,973
令和3年7月9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） 86,737
令和3年7月9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） 16,988
令和3年7月9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） 256,775
令和3年7月9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） 195
令和3年7月9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） 14,644

令和3年7月15日 通信運搬費 ISDN回線月額経費（５・６月分） 7,987
令和3年7月16日 旅費 ６月分旅費 3,106
令和3年7月16日 旅費 ６月分旅費 320
令和3年7月16日 備消耗品費 定期刊行物（新聞）経費 ４～６月分 3,411
令和3年7月16日 備消耗品費 定期刊行物（新聞）経費 ４～６月分 3,627
令和3年7月16日 備消耗品費 定期刊行物（新聞）経費 ４～６月分 1,572
令和3年7月16日 備消耗品費 定期刊行物（新聞）経費 ４～６月分 1,572
令和3年7月16日 印刷製本費 電子複写サービス（6月分） 1,680
令和3年7月16日 前払金 小口現金資金交付（６月分） 260
令和3年7月16日 給料 ７月分給料 698,307
令和3年7月16日 手当等 ７月分手当 339,338
令和3年7月16日 給料 ７月分住民税 79,100
令和3年7月16日 給料 ７月分財形貯蓄 40,000
令和3年7月16日 給料 ７月分地共済掛金 66,539
令和3年7月16日 給料 ７月分地共済掛金 9,744
令和3年7月16日 給料 ７月分地共済掛金 11,250
令和3年7月16日 給料 ７月分地共済掛金 137,250
令和3年7月16日 法定福利費 ７月分法定福利費 66,630



令和3年7月16日 法定福利費 ７月分法定福利費 9,744
令和3年7月16日 法定福利費 ７月分法定福利費 197,250
令和3年7月16日 法定福利費 ７月分法定福利費 150
令和3年7月16日 法定福利費 ７月分法定福利費 11,250
令和3年7月16日 法定福利費 ７月分法定福利費 50
令和3年7月26日 未払費用 第179回大阪府公募公債利金（未払費用計上分） 5,319
令和3年7月26日 支払利息 第179回大阪府公募公債利金 10,336
令和3年7月26日 企業債手数料及び取扱費 第179回大阪府公募公債手数料 25,830
令和3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3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3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3年7月30日 手数料 公金支払サービス利用手数料（６月分） 11,000
令和3年7月30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3年7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（６月分） 131,668
令和3年7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（６月分） 66,505
令和3年8月2日 通信運搬費 執務室電話・FAX使用経費（６月分） 4,431
令和3年8月5日 備消耗品費 法規集追録（ぎょうせい）経費 8,557

令和3年8月10日 給料 ７月分所得税 56,610
令和3年8月17日 旅費 ７月分旅費 3,106
令和3年8月17日 旅費 ７月分旅費 2,430
令和3年8月17日 旅費 ７月分旅費 6,180
令和3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3年8月17日 給料 ８月分給料 697,607
令和3年8月17日 手当等 ８月分手当 334,142
令和3年8月17日 給料 ８月分住民税 79,100
令和3年8月17日 給料 ８月分財形貯蓄 40,000
令和3年8月17日 給料 ８月分地共済掛金 66,539
令和3年8月17日 給料 ８月分地共済掛金 9,744
令和3年8月17日 給料 ８月分地共済掛金 11,250
令和3年8月17日 給料 ８月分地共済掛金 137,250
令和3年8月17日 法定福利費 ８月分法定福利費 66,630
令和3年8月17日 法定福利費 ８月分法定福利費 9,744
令和3年8月17日 法定福利費 ８月分法定福利費 197,250
令和3年8月17日 法定福利費 ８月分法定福利費 150
令和3年8月17日 法定福利費 ８月分法定福利費 11,250
令和3年8月17日 法定福利費 ８月分法定福利費 50
令和3年8月24日 修繕費 照明器具修繕業務 2,788
令和3年8月24日 印刷製本費 電子複写サービス（7月分） 1,234
令和3年8月24日 手数料 公金支払サービス利用手数料（７月分） 11,000



令和3年8月24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） 131,668
令和3年8月24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） 66,505
令和3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3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3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3年8月31日 通信運搬費 執務室電話・FAX使用経費（7月分） 4,110
令和3年9月10日 法定福利費 令和２年度地方公務員災害補償基金負担金 243
令和3年9月10日 給料 ８月分所得税 57,310
令和3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3年9月15日 通信運搬費 ISDN回線月額経費（７・８月分） 8,070
令和3年9月17日 旅費 ８月分旅費 4,055
令和3年9月17日 旅費 ８月分旅費 2,160
令和3年9月17日 旅費 ８月分旅費 1,460
令和3年9月17日 印刷製本費 電子複写サービス（8月分） 1,171
令和3年9月17日 給料 ９月分給料 686,223
令和3年9月17日 手当等 ９月分手当 337,130
令和3年9月17日 給料 ９月分地共済掛金 70,531
令和3年9月17日 給料 ９月分地共済掛金 10,266
令和3年9月17日 給料 ９月分地共済掛金 11,925
令和3年9月17日 給料 ９月分地共済掛金 145,485
令和3年9月17日 給料 ９月分住民税 79,100
令和3年9月17日 給料 ９月分財形貯蓄 40,000
令和3年9月24日 法定福利費 ９月分法定福利費 70,627
令和3年9月24日 法定福利費 ９月分法定福利費 10,266
令和3年9月24日 法定福利費 ９月分法定福利費 209,085
令和3年9月24日 法定福利費 ９月分法定福利費 159
令和3年9月24日 法定福利費 ９月分法定福利費 11,925
令和3年9月24日 法定福利費 ９月分法定福利費 14,975
令和3年9月24日 法定福利費 法定福利費（共済長期追加費用） 495,000
令和3年9月24日 法定福利費 法定福利費（共済長期追加費用） 16,200
令和3年9月27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3年9月27日 支払利息 第148回大阪府公募公債利金 6,527
令和3年9月27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9月30日 手数料 公金支払サービス利用手数料（８月分） 11,000
令和3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） 131,668
令和3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） 66,505
令和3年9月30日 通信運搬費 執務室電話・FAX使用経費（８月分） 4,115
令和3年10月8日 給料 ９月分所得税 55,270
令和3年10月13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3年10月13日 備消耗品費 定期刊行物（新聞）経費 ７～９月分 3,744
令和3年10月13日 備消耗品費 定期刊行物（新聞）経費 ７～９月分 3,627
令和3年10月13日 備消耗品費 定期刊行物（新聞）経費 ７～９月分 1,677
令和3年10月13日 備消耗品費 定期刊行物（新聞）経費 ７～９月分 1,668
令和3年10月13日 備消耗品費 ゴム印の購入 1,551
令和3年10月13日 通信運搬費 ISDN回線月額経費（９月分） 4,030
令和3年10月18日 旅費 ９月分旅費 3,278
令和3年10月18日 旅費 ９月分旅費 1,440
令和3年10月18日 旅費 ９月分旅費 1,660
令和3年10月18日 印刷製本費 電子複写サービス（９月分） 835
令和3年10月18日 給料 10月分給料 688,463
令和3年10月18日 手当等 10月分手当 645,332
令和3年10月18日 給料 10月分地共済掛金 70,531
令和3年10月18日 給料 10月分地共済掛金 10,266
令和3年10月18日 給料 10月分地共済掛金 11,925
令和3年10月18日 給料 10月分地共済掛金 145,485
令和3年10月18日 給料 10月分住民税 79,100
令和3年10月18日 給料 10月分財形貯蓄 40,000
令和3年10月18日 法定福利費 10月分法定福利費 70,627
令和3年10月18日 法定福利費 10月分法定福利費 10,266
令和3年10月18日 法定福利費 10月分法定福利費 209,085
令和3年10月18日 法定福利費 10月分法定福利費 159
令和3年10月18日 法定福利費 10月分法定福利費 11,925
令和3年10月18日 法定福利費 10月分法定福利費 50
令和3年10月27日 支払利息 第167回大阪府公募公債利金 43,550
令和3年10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3年10月29日 手数料 公金支払サービス利用手数料（９月分） 11,000
令和3年10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（９月分） 131,668
令和3年10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（９月分） 66,505
令和3年10月29日 備消耗品費 法規集追録（ぎょうせい）経費 14,391
令和3年10月29日 通信運搬費 執務室電話・FAX使用経費（９月分） 4,043
令和3年10月29日 手数料 阪南スカイタウン産業用地にかかる不動産鑑定評価業務 649,000
令和3年10月29日 修繕費 照明器具修繕業務 7,579
令和3年11月10日 負担金、補助金及び交付金 まち会計公印負担分 10,015
令和3年11月10日 給料 10月分所得税 53,030
令和3年11月10日 通信運搬費 ISDN回線月額経費（10月分） 4,019
令和3年11月17日 旅費 10月分旅費 15,010
令和3年11月17日 旅費 10月分旅費 4,750
令和3年11月17日 旅費 10月分旅費 12,880



令和3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3年11月17日 備消耗品費 PC周辺機器の購入 1,206
令和3年11月17日 印刷製本費 電子複写サービス（10月分） 1,374
令和3年11月17日 給料 11月分給料 680,593
令和3年11月17日 手当等 11月分手当 424,542
令和3年11月17日 給料 11月分地共済掛金 70,531
令和3年11月17日 給料 11月分地共済掛金 10,266
令和3年11月17日 給料 11月分地共済掛金 11,925
令和3年11月17日 給料 11月分地共済掛金 145,485
令和3年11月17日 給料 11月分住民税 79,100
令和3年11月17日 給料 11月分財形貯蓄 40,000
令和3年11月17日 法定福利費 11月分法定福利費 70,627
令和3年11月17日 法定福利費 11月分法定福利費 10,266
令和3年11月17日 法定福利費 11月分法定福利費 209,085
令和3年11月17日 法定福利費 11月分法定福利費 159
令和3年11月17日 法定福利費 11月分法定福利費 11,925
令和3年11月17日 法定福利費 11月分法定福利費 50
令和3年11月24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） 131,668
令和3年11月24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） 66,505
令和3年11月30日 手数料 公金支払サービス利用手数料（10月分） 11,000
令和3年11月30日 企業債手数料及び取扱費 第189回大阪府公募公債発行手数料 2,293,760
令和3年11月30日 企業債手数料及び取扱費 第189回大阪府公募公債発行手数料 41,870,840
令和3年11月30日 通信運搬費 執務室電話・FAX使用経費（10月分） 4,219
令和3年12月6日 備消耗品費 事務用品の購入 8,323
令和3年12月10日 給料 11月分所得税 60,900
令和3年12月10日 前払金 小口現金資金交付（11月分） 9,337
令和3年12月10日 手当等 期末勤勉手当（12月分） 2,170,596
令和3年12月10日 法定福利費 期末勤勉手当12月分法定福利費 137,790
令和3年12月10日 法定福利費 期末勤勉手当12月分法定福利費 22,063
令和3年12月10日 法定福利費 期末勤勉手当12月分法定福利費 399,366
令和3年12月10日 法定福利費 期末勤勉手当12月分法定福利費 304
令和3年12月10日 法定福利費 期末勤勉手当12月分法定福利費 22,777
令和3年12月10日 手当等 期末勤勉手当（12月分）地共済掛金 137,603
令和3年12月10日 手当等 期末勤勉手当（12月分）地共済掛金 22,062
令和3年12月10日 手当等 期末勤勉手当（12月分）地共済掛金 22,777
令和3年12月10日 手当等 期末勤勉手当（12月分）地共済掛金 277,885
令和3年12月10日 手当等 期末勤勉手当（12月分）財形貯蓄 70,000
令和3年12月15日 通信運搬費 ISDN回線月額経費（11月分） 3,986
令和3年12月17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3年12月17日 印刷製本費 電子複写サービス（11月分） 1,130
令和3年12月17日 旅費 11月分旅費 7,524
令和3年12月17日 旅費 11月分旅費 1,380
令和3年12月17日 旅費 11月分旅費 3,320
令和3年12月17日 法定福利費 12月分法定福利費 70,627
令和3年12月17日 法定福利費 12月分法定福利費 10,266
令和3年12月17日 法定福利費 12月分法定福利費 209,085
令和3年12月17日 法定福利費 12月分法定福利費 159
令和3年12月17日 法定福利費 12月分法定福利費 11,925
令和3年12月17日 法定福利費 12月分法定福利費 50
令和3年12月17日 給料 令和3年分年末調整に伴う所得税還付 137,199
令和3年12月17日 給料 12月分給料 741,493
令和3年12月17日 手当等 12月分手当 392,134
令和3年12月17日 給料 12月分地共済掛金 70,531
令和3年12月17日 給料 12月分地共済掛金 10,266
令和3年12月17日 給料 12月分地共済掛金 11,925
令和3年12月17日 給料 12月分地共済掛金 145,485
令和3年12月17日 給料 12月分住民税 79,100
令和3年12月17日 給料 12月分財形貯蓄 40,000
令和3年12月22日 支払利息 第168回大阪府公募公債利金 95,310
令和3年12月22日 企業債手数料及び取扱費 第168回大阪府公募公債手数料 157,262
令和3年12月23日 支払利息 第135回大阪府公募公債利金 94,755
令和3年12月23日 企業債手数料及び取扱費 第135回大阪府公募公債手数料 312,690
令和3年12月23日 支払利息 第157回大阪府公募公債利金 70,935
令和3年12月23日 企業債手数料及び取扱費 第157回大阪府公募公債手数料 117,042
令和3年12月24日 賃借料 拠点開発室タウン推進課執務室の賃料（11月分） 131,668
令和3年12月24日 負担金、補助金及び交付金 拠点開発室タウン推進課執務室の共益費（11月分） 66,505
令和3年12月24日 通信運搬費 執務室電話・FAX使用経費（11月分） 4,320
令和3年12月28日 手数料 公金支払サービス利用手数料（11月分） 11,000
令和3年12月28日 備消耗品費 事務用品の購入 8,416
令和4年1月7日 給料 12月分所得税 265,388
令和4年1月13日 備消耗品費 定期刊行物（新聞）経費 10月～12月分 3,744
令和4年1月13日 備消耗品費 定期刊行物（新聞）経費 10月～12月分 3,627
令和4年1月13日 備消耗品費 定期刊行物（新聞）経費 10月～12月分 1,677
令和4年1月13日 備消耗品費 定期刊行物（新聞）経費 10月～12月分 1,716
令和4年1月13日 備消耗品費 PC周辺機器の購入 2,722
令和4年1月17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4年1月17日 旅費 12月分旅費 6,896
令和4年1月17日 旅費 12月分旅費 1,440



令和4年1月17日 備消耗品費 日付印の購入 6,244
令和4年1月17日 通信運搬費 ISDN回線月額経費（12月分） 4,030
令和4年1月17日 給料 1月分給料 696,133
令和4年1月17日 手当等 1月分手当 307,367
令和4年1月17日 給料 1月分地共済掛金 70,531
令和4年1月17日 給料 1月分地共済掛金 10,266
令和4年1月17日 給料 1月分地共済掛金 11,925
令和4年1月17日 給料 1月分地共済掛金 145,485
令和4年1月17日 給料 1月分住民税 79,100
令和4年1月17日 給料 1月分財形貯蓄 40,000
令和4年1月17日 法定福利費 1月分法定福利費 70,627
令和4年1月17日 法定福利費 1月分法定福利費 10,266
令和4年1月17日 法定福利費 1月分法定福利費 209,085
令和4年1月17日 法定福利費 1月分法定福利費 159
令和4年1月17日 法定福利費 1月分法定福利費 11,925
令和4年1月17日 法定福利費 1月分法定福利費 50
令和4年1月24日 委託料 産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託 7,150
令和4年1月24日 印刷製本費 電子複写サービス（12月分） 894
令和4年1月26日 支払利息 第158回大阪府公募公債利金 91,925
令和4年1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 151,676
令和4年1月26日 支払利息 第179回大阪府公募公債利金 15,655
令和4年1月26日 企業債手数料及び取扱費 第179回大阪府公募公債手数料 25,830
令和4年1月31日 手数料 公金支払サービス利用手数料（12月分） 11,000
令和4年1月31日 負担金、補助金及び交付金 拠点開発室タウン推進課執務室の共益費（12月分） 66,505
令和4年1月31日 賃借料 拠点開発室タウン推進課執務室の賃料（12月分） 131,668
令和4年1月31日 企業債手数料及び取扱費 第191回大阪府公募公債発行手数料 2,053,275
令和4年1月31日 企業債手数料及び取扱費 第191回大阪府公募公債発行手数料 37,480,960
令和4年1月31日 備消耗品費 法規集追録（ぎょうせい）経費 1,804
令和4年1月31日 通信運搬費 執務室電話・FAX使用経費（12月分） 4,004
令和4年2月8日 給料 1月分所得税 53,460

令和4年2月15日 通信運搬費 ISDN回線月額経費（１月分） 4,018
令和4年2月17日 旅費 1月分旅費 8,498
令和4年2月17日 旅費 1月分旅費 830
令和4年2月17日 前払金 小口現金資金交付（１月分） 8,400
令和4年2月17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） 44,000
令和4年2月17日 給料 2月分給料 696,353
令和4年2月17日 手当等 2月分手当 301,083
令和4年2月17日 給料 2月分地共済掛金 70,531
令和4年2月17日 給料 2月分地共済掛金 10,266



令和4年2月17日 給料 2月分地共済掛金 11,925
令和4年2月17日 給料 2月分地共済掛金 145,485
令和4年2月17日 給料 2月分住民税 79,100
令和4年2月17日 給料 2月分財形貯蓄 40,000
令和4年2月17日 法定福利費 2月分法定福利費 70,627
令和4年2月17日 法定福利費 2月分法定福利費 10,266
令和4年2月17日 法定福利費 2月分法定福利費 209,085
令和4年2月17日 法定福利費 2月分法定福利費 159
令和4年2月17日 法定福利費 2月分法定福利費 11,925
令和4年2月17日 法定福利費 2月分法定福利費 50
令和4年2月17日 備消耗品費 事務用品の購入 7,876
令和4年2月17日 印刷製本費 電子複写サービス 1,237
令和4年2月22日 支払利息 第136回大阪府公募公債利金 80,435
令和4年2月22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 268,356
令和4年2月24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4年2月24日 負担金、補助金及び交付金 拠点開発室タウン推進課執務室の共益費（１月分） 66,505
令和4年2月24日 賃借料 拠点開発室タウン推進課執務室の賃料（１月分） 131,668
令和4年2月28日 手数料 公金支払サービス利用手数料（１月分） 11,000
令和4年2月28日 報酬 令和３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4年2月28日 報酬 令和３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4年2月28日 報酬 令和３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4年2月28日 旅費 令和３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4年2月28日 旅費 令和３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4年2月28日 旅費 令和３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4年2月28日 通信運搬費 執務室電話・FAX使用経費（１月分） 4,098
令和4年3月2日 旅費 2月分旅費 4,477
令和4年3月2日 旅費 2月分旅費 1,280
令和4年3月2日 旅費 2月分旅費 830
令和4年3月3日 前払金 小口現金資金交付（２月分） 2,887
令和4年3月4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4年3月8日 給料 3月分給料 694,143
令和4年3月8日 手当等 3月分手当 323,093
令和4年3月8日 印刷製本費 電子複写サービス（２月分） 757
令和4年3月9日 法定福利費 ３月分法定福利費 70,627
令和4年3月9日 法定福利費 ３月分法定福利費 10,266
令和4年3月9日 法定福利費 ３月分法定福利費 209,085
令和4年3月9日 法定福利費 ３月分法定福利費 159
令和4年3月9日 法定福利費 ３月分法定福利費 11,925
令和4年3月9日 法定福利費 ３月分法定福利費 50



令和4年3月9日 通信運搬費 ISDN回線月額経費（２月分） 4,016
令和4年3月10日 給料 2月分所得税 53,240
令和4年3月10日 報酬 令和３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に係る所得税 1,750
令和4年3月10日 報酬 令和３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に係る所得税 1,750
令和4年3月10日 報酬 令和３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に係る所得税 1,750
令和4年3月11日 手数料 公金支払サービス利用手数料（２月分） 11,000
令和4年3月15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4年3月15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4年3月17日 給料 3月分地共済掛金 70,531
令和4年3月17日 給料 3月分地共済掛金 10,266
令和4年3月17日 給料 3月分地共済掛金 11,925
令和4年3月17日 給料 3月分地共済掛金 145,485
令和4年3月17日 給料 3月分住民税 79,100
令和4年3月17日 給料 3月分財形貯蓄（１名分） 40,000
令和4年3月18日 賃借料 拠点開発室タウン推進課執務室の賃料（２月分） 131,668
令和4年3月18日 負担金、補助金及び交付金 拠点開発室タウン推進課執務室の共益費（２月分） 66,505
令和4年3月23日 備消耗品費 事務用品の購入 10,284
令和4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4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4年3月25日 通信運搬費 執務室電話・FAX使用経費（２月分） 4,056


